
フェンシング男子エペ日本代表チーム

フェンシング・クリニックフェンシング・クリニックフェンシング・クリニック

平成３０年度 ＮＰＯ法人能代市体育協会　ジュニア・アスリート育成事業

フェンシング男子エペ
日本代表チームが指導する

スポーツ大会 / 行事予定  10月～12月

11月

12月

10月 3 ～ 4 日 風の松原中学校卓球大会 二総体
9日 総合体育大会兼第 11 回ユニカール交流大会 能総体
10 ～ 11 日 東北シニアオープンバドミントン大会 能総体
11 日 県北小中高強化練習会（バドミントン） 二総体
17 ～ 18 日 Ｂリーグ公式戦 能総体
22 ～ 24 日 高体連全県新人大会空手道競技 能総体
24 ～ 25 日 県北少年（中学生）錬成大会（剣道） 能総体
25 日 県北地区総合型スポーツクラブ交流大会 二総体
29 ～ 12/1 秋田県高校新人大会バドミントン競技 能総体

1日 二ツ井中学校招待バスケ大会 二総体
2日 能山ママさんバレー連盟大会 Ｂ＆Ｇ
7日 ユニカール協会合同研修会 能総体
8日 特別支援学校冬季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会「能代ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ」 能総体
9日 能代市スポーツ少年団体力テスト 能総体
 シャトルガーデン杯（バドミントン） 二総体
15 ～ 16 日 能代カップ中学校選抜（バスケット） 能総体
 県北高体連ソフトテニス部会女子強化練習会 二総体
23 日 工藤安蔵杯卓球大会 能総体
 県北小中高強化練習会（バドミントン） 二総体
28 日 ソフトバレーボール能代大会 二総体

6～ 7日 能山学童交流大会（野球） 赤沼球場他
6～ 8日 秋田県高校軟式野球秋季大会 能代球場他
7日 秋田県ジュニア体操競技選手権大会 能総体
 能代市総合体育大会ＭＩＸバレーボール 二総体
 風の松原四町親睦野球大会 市民球場
12 ～ 14 日 のしろ産業フェア２０１８ 能総体
13 ～ 14 日 能代市総合体育大会卓球 二総体
 中学生硬式野球交流大会 能代球場他
 能代選抜高校女子ソフトボール大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場
17 ～ 23 日 きみまちの里フェスティバル 二総体
18 日 能代市老人クラブ健康づくりスポーツ大会 能総体
20 日 能代市山本秋季柔道大会 能総体
20 ～ 21 日 秋田県小学生選抜野球大会 能代球場他
 能代オープン高校女子ソフトボール大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場
21 日 秋田県郡市対抗剣道大会 能総体
27 日 きみまちクラブ会長杯ミニテニス交流会 二総体
 硬式野球フェスティバル 能代球場
27 ～ 28 日 能代フェスティバル中学女子ソフトボール大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

3 ～ 4日 能代二中招待バスケットボール大会 能総体
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フェンシング技術向上クリニックフェンシング技術向上クリニックフェンシング技術向上クリニック（中学生・高校生）

（どなたでも）

（中学生・高校生）

（どなたでも）

13：15 ～13：15 ～

15：20 ～15：20 ～

見延  和靖見延  和靖 選手選手 宇山  賢宇山  賢

伊藤  心伊藤  心

山田  優山田  優 選手選手

選手選手

選手選手西田  祥吾西田  祥吾コーチコーチ
鹿児島県出身
日本フェンシング協会所属
北京オリンピック出場

鹿児島県出身
日本フェンシング協会所属
北京オリンピック出場

福井県出身
ＮＥＸＵＳ所属
リオオリンピック６位

福井県出身
ＮＥＸＵＳ所属
リオオリンピック６位

秋田県能代市二ツ井町出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップグランプリ
スイス大会３位

秋田県能代市二ツ井町出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップグランプリ
スイス大会３位

香川県出身
三菱電機株式会社所属
ワールドカップスイス大会
２位

香川県出身
三菱電機株式会社所属
ワールドカップスイス大会
２位

加納  虹輝加納  虹輝 選手選手

田尻  航大田尻  航大

坂本  圭右坂本  圭右 選手選手

選手選手古俣  聖古俣  聖 選手選手

愛知県出身
早稲田大学所属
ワールドカップフランス大会
３位

愛知県出身
早稲田大学所属
ワールドカップフランス大会
３位

茨城県出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップスイス大会
８位

茨城県出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップスイス大会
８位

兵庫県出身
中央大学所属
世界ジュニア選手権大会出場

兵庫県出身
中央大学所属
世界ジュニア選手権大会出場

三重県出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップイタリア大会
８位

三重県出身
自衛隊体育学校所属
ワールドカップイタリア大会
８位

新潟県出身
中央大学所属
世界ジュニア選手権大会出場

新潟県出身
中央大学所属
世界ジュニア選手権大会出場

能代市総合体育館能代市総合体育館 http://www.noshiro-sports.infohttp://www.noshiro-sports.infoお問い合わせ TEL:0185-54-3607　FAX:0185-52-0359TEL:0185-54-3607　FAX:0185-52-0359

　能代市からひとりでも多くの日本代表選手を輩出することを目指すジュニア・アスリート育成事業として「フェンシング・ク
リニック」を開催します。
　東京オリンピックまであと２年 !! 日本代表チームの指導でオリンピック種目・フェンシングを体験！子どもから大人まで、初
めての方から経験者まで楽しめる、世界レベルのプレーを間近に見る、本物に触れる機会です。

能代山本スポーツリゾートセンター

９月17日（月・祝）13：00 ～ 16：00
アリナス能代山本スポーツリゾートセンター

９月17日（月・祝）13：00 ～ 16：00
アリナス

参加・観覧
無料

参加・観覧
無料


