
【北海道・東北地区】

期 日 ： 平成28年1月22日（金）～24日（土）

会 場 ： 山形県米沢市営体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 秋田県 秋田北鷹高等学校 第1位 秋田県 聖霊女子短大付属高等学校

第2位 北海道 札幌光星高等学校 第2位 福島県 川俣高等学校

第3位 岩手県 一関第二高等学校 第3位 山形県 米沢興譲館高等学校

第4位 山形県 米沢東高等学校 第4位 宮城県 仙台第一高等学校

第5位 青森県 田名部高等学校 第5位 岩手県 一関第二高等学校

第6位 宮城県 仙台南高等学校 第6位 青森県 田名部高等学校

第7位 福島県 川俣高等学校 第7位 北海道 札幌大谷高等学校

男女上位 5 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

【関東地区】

期 日 ： 平成28年度1月23日（土）～24日（日）

会 場 ： 栃木県栃木市総合運動公園総合体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 神奈川県 法政大学第二高等学校 第1位 東京都 東亜学園高等学校

第2位 埼玉県 埼玉栄高等学校 第2位 群馬県 高崎商大付属高等学校

第3位 千葉県 検見川高等学校 第3位 埼玉県 埼玉栄高等学校

第4位 東京都 東亜学園高等学校 第4位 千葉県 柏陵高等学校

第5位 群馬県 沼田高等学校 第5位 栃木県 栃木翔南高等学校

第6位 茨城県 緑岡高等学校 第6位 神奈川県 慶應義塾湘南藤沢高等学校

第7位

第8位

男女上位 6 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

【北信越地区】

期 日 ： 平成28年1月24日（日）

会 場 ： 福井県越前市総合体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 長野県 箕輪進修高等学校 第1位 富山県 富山西高等学校

第2位 新潟県 東京学館新潟高等学校 第2位 長野県 箕輪進修高等学校

第3位 福井県 北陸高等学校 第3位 福井県 北陸高等学校

第4位 石川県 松任高等学校 第4位 新潟県 東京学館新潟高等学校

第5位 富山県 水橋高等学校 第5位 石川県 野々市明倫高等学校

男女上位 3 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

第40回全国高等学校選抜フェンシング大会　地区予選結果

トーナメント戦のため、順位がつかず。



【東海地区】

期 日 ： 平成27年1月17日（日）

会 場 ： 愛知県知多市民体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 岐阜県 大垣南高等学校 第1位 岐阜県 大垣南高等学校

第2位 愛知県 愛知工業大学名電高等学校 第2位 三重県 津東高等学校

第3位 三重県 海星高等学校 第3位 愛知県 鳴海高等学校

第4位 静岡県 沼津東高等学校 第4位 静岡県 沼津東高等学校

男女上位 3 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

【近畿地区】

期 日 ： 平成28年1月23日（土）～24日（日）

会 場 ： 京都府大山崎町体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 和歌山県 和歌山北高等学校 第1位 和歌山県 和歌山北高等学校

第2位 京都府 龍谷大学付属平安高等学校 第2位 京都府 龍谷大学付属平安高等学校

第3位 大阪府 上宮高等学校 第3位 滋賀県 玉川高等学校

第4位 滋賀県 石山高等学校 第4位 兵庫県 星陵高等学校

第5位 兵庫県 星陵高等学校 第5位 大阪府 関西大学第一高等学校

第6位 奈良県 奈良朱雀高等学校 第6位

男女上位 4 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

男子個人対抗フルーレ 女子個人対抗フルーレ

第1位 和歌山北 松村　侑馬 第1位 和歌山北 東　晟良

第2位 向陽 揚村　拓弥 第2位 和歌山北 東　莉央

向陽 山本　昴大 和歌山東 金森　桃子

和歌山北 井川　晃暉 玉川 永嶋　桃名

第5位 龍谷大平安 二ノ宮　浩輔 第5位 同志社女子 山角　恋

第6位 龍谷大平安 村﨑　祐馬 第6位 立命館 西川　泉希

第7位 龍谷大平安 上田　遼 第7位 上宮 森　彩音

第8位 清風 麻生川　昌平 第8位 帝塚山 中浦　柚樹

第3位 第3位



【中国地区】

期 日 ： 平成27年11月14日（土）～15日（日）

会 場 ： 広島県福山市体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 山口県 岩国工業高等学校 第1位 山口県 岩国工業高等学校

第2位 岡山県 岡山大安寺中等教育学校 第2位 岡山県 岡山大安寺中等教育学校

第3位 鳥取県 鳥取工業高等学校 第3位 島根県 安来高等学校

第4位 島根県 安来高等学校 第4位 鳥取県 鳥取工業高等学校

第5位 広島県 神辺旭高等学校 第5位 広島県 神辺旭高等学校

男女上位 3 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。

男子個人対抗フルーレ 女子個人対抗フルーレ

第1位 熊毛南 山﨑　祥 第1位 熊毛南 柏原　美歩

第2位 岩国工業 石井　一希 第2位 岩国工業 山中　志緒里

第3位 岡山大安寺 増田　陽人 第3位 玉野光南 森野　由樹子

第4位 米子東 矢倉　卓磨 第4位 熊毛南 廣川　美奈

第5位 鳥取工業 中村　颯汰 第5位 安来 神林　澄夏

第6位 鳥取工業 小倉　大樹 第6位 岡山大安寺 高原　明日香

第7位 安来 金築　元喜 第7位 鳥取湖陵 三村　望実

第8位 岩国工業 片元　祐太 第8位 西大寺 川口　美怜

【四国地区】

期 日 ： 平成28年1月23日（土）

会 場 ： 香川県とらまるてぶくろ体育館

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 香川県 三本松高等学校 第1位 愛媛県 三島高等学校

第2位 愛媛県 三島高等学校 第2位 香川県 三本松高等学校

第3位 第3位 徳島県 城ノ内高校等学校

男女上位 2 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。



【九州地区】

期 日 ： 平成28年1月23日（土）～24日（日）

会 場 ： 佐賀勤労者体育センター

男子学校対抗 女子学校対抗

第1位 大分県 別府翔青高等学校 第1位 佐賀県 佐賀商業高等学校

第2位 熊本県 翔陽高等学校 第2位 鹿児島県 鹿児島南高等学校

第3位 鹿児島県 鹿児島南高等学校 第3位 大分県 大分豊府高等学校

第4位 長崎県 長崎工業高等学校 第4位 福岡県 福岡魁誠高等学校

第5位 福岡県 玄海高等学校 第5位 長崎県 諫早商業高等学校

第6位 佐賀県 佐賀商業高等学校 第6位 福岡県 開新高等学校

第7位 沖縄県 具志川高等学校 第7位

男女上位 5 位が全国高等学校選抜フェンシング大会への

出場権を獲得する。


