
    

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅待機を続けていた、フェンシング日本代表選手達が、来年

に延期された「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」に向け、本市において再始動します。 

また、今年度中止となった静岡県高等学校総合体育大会フェンシング競技についても、日本代表合宿で

使用する会場を利用し、静岡県高等学校体育連盟及び静岡県フェンシング協会の協力のもと、代替大会を

開催します。 

いずれの取り組みも、“フェンシングのまち沼津”を目指す本市にしかできないオンリーワン事業です。 

日本代表合宿について 

１ 概  要 

①  期 間 

・７月 ２日（木）～ ８日（水） サーブルチーム

・７月 ９日（木）～  15 日（水） エペチーム 

・７月 16 日（木）～ 22 日（水） フルーレチーム

  ② 会 場 

    プラサヴェルデ 多目的ホール（１/３面） 

２ 内  容 

・３種目の男女代表チーム約 20 人が、各 1 週間ずつ来沼して合宿を行う。 

・感染防止策を講じたうえで、各チームとも合宿期間中に、練習公開日を設けるほか、サーブ

ルチームは、市内小中学生フェンサーとの合同練習、エペチームは、市内放課後児童クラブ

への訪問、フルーレチームは、インターハイ代替試合への協力等、市民との交流の機会を創

出し、延期された東京 2020 大会に向けて機運の再醸成を図る。 

※ 参加者名簿、詳細日程については別紙参照。 

令和２年度静岡県高等学校総合体育大会代替大会フェンシング競技 

兼 Proud NUMAZU Cup フェンシング大会について 

１ 主  催 静岡県高等学校体育連盟、静岡県フェンシング協会、沼津市 

２ 後  援 （公社）日本フェンシング協会、静岡県教育委員会、 

（公財）静岡県スポーツ協会 

３ 期  日  ７月 23 日（木･祝）フルーレ・エペ・サーブル男女個人戦 

４ 参加資格  全国高体連フェンシング部に登録の県内高校に在籍する生徒 

５ そ の 他 大会開催にあたり、日本フェンシング協会 太田会長からメッセージがあります。 

 

☆ 合宿及び代替試合の各社の取材については、⽇本フェンシング協会に対する事前申請が必要となります。別紙スケジュール表を参照

の上、⽇本フェンシング協会もしくは、スポーツ交流推進課へ事前申請をお願いします。 

沼津市定例記者会見発表   ３                                令和２年６月 24 日  



NO 名前 よみがな 役職 タイトル等

1 LEE WOOK JAE リーウッチェ コーチ

2 橋本　寛 はしもと　ひろし コーチ

3 山本　幸治 やまもと　こうじ コーチ

4 古川　信清 ふるかわ　のぶきよ コーチ

5 北田　葵 きただ　あおい トレーナー

6 秋岡　孔明 あきおか　こうめい トレーナー

7 小久保　真旺 こくぼ　まお 選手

8 島村　智博 しまむら　ともひろ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2013、2014、2015、2016）

9 坪　颯登 つぼ　はやと 選手

10 徳南　堅太 とくなん　けんた 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2011、2018）、リオ五輪代表

11 星野　剣斗 ほしの　けんと 選手

12 宮山　亮 みややま　りょう 選手

13 森　翔一 もり　しょういち 選手

14 吉田　健人 よしだ　けんと 選手

15 吉田　多聞 よしだ　たもん 選手

16 青木　千佳 あおき　ちか 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2013、2014、2017）、リオ五輪代表、

17 浦野　夏菜 うらの　かな 選手

18 江村　美咲 えむら　みさき 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2018、2019）

19 木村　毬乃 きむら　まりの 選手

20 小林　かなえ こばやし　かなえ 選手

21 佐々木　陽菜 ささき　はるな 選手

22 高嶋　理紗 たかしま　りさ 選手

23 田村　紀佳 たむら　のりか 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2015）

24 福島　史帆実 ふくしま　しほみ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2016）

25 向江　彩伽 むかえ　あやか 選手

サーブル参加者名簿

期間：20200702-20200709



NO 名前 よみがな 役職 タイトル等

1 GORBACHUK Oleksandr ゴルバチュクアレクサンダー コーチ

2 西垣　仁志 にしがき　ひとし コーチ

3 成田　遼介 なりた　りょうすけ コーチ

4 佐藤　晃 さとう　あきら トレーナー

5 庄司　智洋 しょうじ　ともひろ トレーナー

6 太田　奈々海 おおた　ななみ スタッフ

7 伊藤　心 いとう　いのち 選手

8 宇山　賢 うやま　さとる 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2013）

9 加納　虹輝 かのう　こうき 選手

10 古俣　聖 こまた　あきら 選手

11 田尻　航大 たじり　こうだい 選手

12 松本　龍 まつもと　りゅう 選手

13 見延　和靖 みのべ　かずやす 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2015、2018）、リオ五輪代表、世界ランキング1位（2018）

14 大石　栞菜 おおいし　かんな 選手

15 黒木　夢 くろき　ゆめ 選手

16 齋藤　華南 さいとう　はな 選手

17 佐藤　希望 さとう　のぞみ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2007、2011、2012、2014、2015）、ロンドン、リオ五輪代表

18 寺山　珠樹 てらやま　たまき 選手

19 永井　杏奈 ながい　あんな 選手

20 成田　琉夏 なりた　るか 選手

21 馬場　晴菜 ばば　はるな 選手

22 原田　紗希 はらだ　さき 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2019）

23 吉村　美穂 よしむら　みほ 選手

エペ参加者名簿

期間：20200709-20200716



NO 名前 よみがな 役職 タイトル等

1 青木　雄介 あおき　ゆうすけ コーチ

2 MATSEICHUK Oleg マツェイチュク　オレグ コーチ

3 BOIDIN Franck ボアダン　フランク コーチ

4 菅原　智恵子 すがわら　ちえこ コーチ

5 上岡　尚代 かみおか　なおよ トレーナー

6 郷倉　マリーン ごうくら　マリーン 通訳

7 安部　慶輝 あべ　よしき 選手

8 飯村　一輝 いいむら　かずき 選手

9 伊藤　拓真 いとう　たくま 選手

10 西藤　俊哉 さいとう　としや 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2017）

11 敷根　崇裕 しきね　たかひろ 選手 2019アジア選手権大会個人、団体金

12 鈴村　健太 すずむら　けんた 選手 2019アジア選手権大会団体金

13 永野　雄大 ながの　ゆうだい 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2019）

14 松山　恭助 まつやま　きょうすけ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2016）、2019アジア選手権大会団体金

15 東　晟良 あずま　せら 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2017、2018）、2019アジア選手権大会団体金

16 東　莉央 あずま　りお 選手

17 上野　優佳 うえの　ゆうか 選手 2019アジア選手権大会団体金

18 狩野　央梨沙 かの　ありさ 選手

19 菊池　小巻 きくち　こまき 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2016）、2019アジア選手権大会団体金

20 久良知　美帆 くらち　みほ 選手

21 辻　すみれ つじ　すみれ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2019）、2019アジア選手権大会団体金

22 西岡　詩穂 にしおか　しほ 選手 全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ（2014、2015）、ロンドン、リオ五輪代表

23 宮脇　花綸 みやわき　かりん 選手

24 柳岡　はるか やなおか　はるか 選手

フルーレ参加者名簿

期間：20200716-20200723



Ver.0616

内容 会場 公開/非公開 内容 会場 公開/非公開

7月2日 （木） トレーニング キラメッセぬまづ

メディア取材可

（協会指定日）

協会へ直接申請要

サーブルチーム来沼

※市長、高峯副市長

　出迎え挨拶あり

7月3日 （金） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開

7月4日 （土） トレーニング キラメッセぬまづ
公開（取材可）

子ども交流事業
チームビルディングメニュー 市内 非公開

練習公開日（AM）

☆AM取材は、スポーツ交流推進課へ

　事前申請必要６/30まで

7月5日 （日）

7月6日 （月） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開

7月7日 （火） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 非公開

7月8日 （水） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 公開（取材不可）
練習公開日（PM）

☆メディア取材不可

7月9日 （木） 放課後児童クラブ訪問

今沢小

門池小

第五小

公開（取材可）

子ども交流事業

サーブルチーム帰京

エペチーム来沼

☆PM取材は、スポーツ交流推進課へ

　事前申請必要７/3まで

7月10日 （金） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開
※市長、硎谷副市長

　クロストレ激励あり

7月11日 （土） トレーニング キラメッセぬまづ 公開（取材不可） トレーニング キラメッセぬまづ

メディア取材可

（協会指定日）

協会へ直接申請要

練習公開日（AM・PM）

☆AMメディア取材不可

7月12日 （日） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開

7月13日 （月） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開

7月14日 （火） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 非公開

7月15日 （水） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 公開（取材不可）
練習公開日（PM）

☆メディア取材不可

7月16日 （木）
エペチーム帰京

フルーレチーム来沼

7月17日 （金） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 ※高峯副市長クロストレ同行

7月18日 （土） トレーニング キラメッセぬまづ

メディア取材可

（協会指定日）

協会へ直接申請要

トレーニング キラメッセぬまづ 公開（取材不可）

練習公開日（AM・PM）

☆PMメディア取材不可

※AM市長激励

7月19日 （日）

沼津北ロータリークラブ寄贈式

別途投げ込みあり。

☆取材は、スポーツ交流推進課へ

　事前申請必要７/14まで

7月20日 （月） クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開 クロストレーニング 市内（三浦エリア） 非公開

7月21日 （火） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 非公開

7月22日 （水） トレーニング キラメッセぬまづ 非公開 トレーニング キラメッセぬまづ 公開（取材不可）
練習公開日（PM）

☆メディア取材不可

インターハイ代替試合

※フルーレチーム3名参加予定

☆取材は、スポーツ交流推進課へ

　事前申請必要７/17まで

フルーレチーム本体帰京

インターハイ代替試合（メディア取材可）

（ProudNUMAZUCupフェンシング大会）

インターハイ代替試合（メディア取材可）

（ProudNUMAZUCupフェンシング大会）

OFF

OFF

沼津北ロータリークラブ寄贈式

別途投げ込みあり。

7月23日
（木）

（祝）

移動（沼津⇒東京）

フェンシング日本代表沼津合宿スケジュール（20200702～20200723）

備考日付

移動（東京⇔沼津） 移動（東京⇔沼津）

AM PM

移動（東京⇒沼津）

移動（東京⇔沼津）

OFF OFF

OFF



フェンシング日本代表合宿 取材申請書（スポーツ交流推進課一括申請分） 

 

申請日：2020年  月  日 

 

 

会社名・団体名：                                       

 

 

部     署：                                       

 

 

番組名・媒体名・クライアント名：                                                             

  

 

責任者氏名（ふりがな）:                 （                ） 

 

 

電話番号：               ／メールアドレス：                  

 

 

取材希望日（〇を付ける）： 

 

７月４日（土）ＡＭ 、７月９日（木）ＰＭ 、７月 19日（日）ＡＭ 、７月 23日（木祝）終日   

 

 

掲載、放送地域等：                                       

 

 

掲載日、OA日時：                                       

 

 

取材、出演対象者名：                                     
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