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Ⅰ 概要                                              

１ 目的

  沼田市は、平成２９年７月にドイツフェンシング協会と２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けた事前合宿を沼田市で行う旨の合意書を締結し、今

回はその合意に基づき、２０１８年フェンシング世界選手権中国大会の事前合宿を受け

入れました。

２ 主催

  沼田市・沼田市教育委員会

３ 後援等

  ＜後援：２４団体＞

群馬県、沼田市区長会、ＮＰＯ法人沼田市体育協会、沼田市文化協会、沼田市観光協

会、利根町観光協会、老神温泉観光協会、老神温泉旅館組合、沼田商工会議所、沼田商

工会議所青年部、沼田市東部商工会、沼田青年会議所、利根沼田農業協同組合、沼田市

老人クラブ連合会、沼田市社会福祉協議会、沼田利根医師会、ぐんま日独協会、沼田市

国際交流協会、うすねニュースポーツクラブ、沼田市小中学校長会協議会、群馬県立沼

田高等学校、群馬県立尾瀬高等学校、群馬県立沼田女子高等学校、群馬県立利根実業高

等学校

＜協力：８団体＞

日本フェンシング協会、群馬県フェンシング協会、沼田フェンシング協会、沼田市ス

ポーツ推進委員会、群馬県立沼田高等学校フェンシング部、群馬県立沼田女子高等学校

フェンシング部、沼田祇園囃子保存会連合会、ＮＰＯ法人グローバルネットワーク利根

沼田

＜協賛：４団体＞

アサヒビール（株）群馬支社、（株）板垣、コカ・コーラボトラーズジャパン（株）群

馬西支店、ソースネクスト（株）
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                                           Ⅰ 概要  

４ 合宿日程

日 程 内 容

7月 9日（月） 9:00～12:00 会場設営（白沢中学校武道場）

13:00～17:00 会場設営（白沢支所３階多目的ホール）

7月 10 日（火） 12:15       ドイツチーム（27名）出迎え（羽田空港）

14:30   日本選手（12 名）出迎え（味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

17:30    ドイツチーム及び日本選手歓迎（ホテルベラヴィータ）

7月 11 日（水） 10:00～16:00 調整練習（白沢支所及び白沢中学校武道場）非公開

14:30～15:30 沼田女子高校でトレーニング（4名）

7月 12 日（木） 9:00～18:30 調整練習（白沢支所及び白沢中学校武道場）非公開

15:00～   吹割の滝見学（ドイツ・日本エペ選手）

14:30～16:30 沼田女子高校でトレーニング（2名）

7月 13 日（金） 9:00～12:00 調整練習（白沢中学校武道場）非公開

9:00～11:00 沼田女子高校でトレーニング（5名）

14:00～16:00 公開練習（白沢支所のみ）

      ※白沢中学校武道場（非公開）では調整練習

18:30～20:00 ドイツチーム及び日本選手歓迎会

       ※ドイツサーブルチームが大分県から合流

7月 14 日（土） 9:30～11:00 沼田女子高校でトレーニング（12名）

10:00～12:00 公開練習（白沢支所のみ）

13:30    日本選手（12 名）お見送り

14:00～16:00 交流会（白沢支所）

7月 15 日（日） 8:30～11:00 沼田女子高校トレーニング室（12名）

9:00～12:00 調整練習（白沢支所）非公開

14:00～   吹割の滝見学（ドイツサーブルチームほか）

16:30～17:30 沼田女子高校でトレーニング（1名）

7月 16 日（月） 10:00    ドイツチーム（37名）お見送り（成田空港）

10:30～14:00 会場撤収

５ 練習会場

第１会場：沼田市白沢支所３階多目的ホール

第２会場：沼田市立白沢中学校武道場

第３会場：群馬県立沼田女子高等学校トレーニング室
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Ⅰ 概要                                               

６ 宿泊施設

ホテルベラヴィータ（ドイツチーム） 沼田市材木町 178-1

白沢高原ホテル（日本選手）     沼田市白沢町上古語父 2440

７ 合宿参加者

ドイツチームの練習パートナーとして日本選手にも合宿に参加を依頼した。

ドイツチーム 37名･･･選手 24名、コーチ 6 名、役員スタッフ 7名

日本選手 12名･･･社会人 2名、大学生 10名

№ 氏名 役職等 国名 備考

1 Dieter Lammer（ﾃﾞｨｰﾀｰ･ﾗﾏｰ） 副会長 ドイツ ﾄﾞｲﾂﾌｪﾝｼﾝｸﾞ協会

2 Sven Ressel（ｽｳﾞｪﾝ･ﾚｯｾﾙ） ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ドイツ

3 Christoph Kneip（ｸﾘｽﾄﾌ･ｸﾅｲﾌﾟ） ｱｼｽﾀﾝﾄｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ドイツ

4 Peter Braun（ﾍﾟｰﾀｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ） 医師 ドイツ

5 René Schreiber（ﾚﾈｰ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ） 理学療法士 ドイツ

6 Birgit Berberich（ﾋﾞﾙｷﾞｯﾄ･ﾍﾞﾙﾍﾞﾙﾘﾋ） 理学療法士 ドイツ

7 Uli Döring（ｳﾘｰ･ﾃﾞｰﾘﾝｸﾞ） 機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ドイツ

8 Giovanni Bortolaso（ｼﾞｮｰｳﾞｧﾝﾆｰ･ﾎﾞﾙﾄﾗｿ） ｺｰﾁ ドイツ 女子フルーレ

9 Leonie Ebert（ﾚｵﾆｰ･ｴﾍﾞﾙﾄ） 選手 ドイツ 女子フルーレ

10 Anne Sauer（ｱﾝﾈ･ｻﾞｳｱｰ） 選手 ドイツ 女子フルーレ

11 Eva Hampel（ｴﾌｧｰ･ﾊﾝﾍﾟﾙ） 選手 ドイツ 女子フルーレ

12 Leandra Behr（ﾚｱﾝﾄﾞﾗ･ﾍﾞｱｰ） 選手 ドイツ 女子フルーレ

13 Ulrich Schreck（ｳﾙﾘﾋ･ｼｭﾚｯｸ） ｺｰﾁ ドイツ 男子フルーレ

14 Peter Joppich（ﾍﾟｰﾀｰ･ﾖｯﾋﾟﾋ） 選手 ドイツ 男子フルーレ

15 Benjamin Kleibrink（ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ･ｸﾗｲﾌﾞﾘﾝｸ） 選手 ドイツ 男子フルーレ

16 Alexander Kahl（ｱﾚｯｸｻﾝﾀﾞｰ･ｶｰﾙ） 選手 ドイツ 男子フルーレ

17 André Sanita（ｱﾝﾄﾞﾚｰ･ｻﾞﾆﾀ） 選手 ドイツ 男子フルーレ

18 Dominik Csobo（ﾄﾞﾐﾆｸ･ｸｿﾎﾞ） ｺｰﾁ ドイツ 女子エペ

19 Alexandra Ndolo（ｱﾚｯｸｻﾝﾄﾞﾗｰ･ﾝﾄﾞﾛ） 選手 ドイツ 女子エペ

20 Monika Sozanska（ﾓﾆｶ･ｿﾞﾂｧﾝｽｶｰ） 選手 ドイツ 女子エペ

21 Beate Christmann（ﾍﾞｱｰﾃ･ｸﾘｽﾄﾏﾝ） 選手 ドイツ 女子エペ

22 Alexandra Ehler（ｱﾚｯｸｻﾝﾄﾞﾗｰ･ｴｰﾗｰ） 選手 ドイツ 女子エペ
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№ 氏名 役職等 国名 備考

23 Mario Boettcher（ﾏﾘｵ･ﾍﾞｯﾁｬｰ） ｺｰﾁ ドイツ 男子エペ

24 Marco Brinkman（ﾏﾙｺ･ﾌﾞﾘﾝｸﾏﾝ） 選手 ドイツ 男子エペ

25 Stephan Rein（ｼｭﾃﾌｧｰﾝ･ﾗｲﾝ） 選手 ドイツ 男子エペ

26 Richard Schmidt（ﾘﾊﾙﾄ･ｼｭﾐｯﾄ） 選手 ドイツ 男子エペ

27 Lukas Bellmann（ﾙｶｽ･ﾍﾞﾙﾏﾝ） 選手 ドイツ 男子エペ

28 Pierre Guichot（ﾋﾟｴｰﾙ･ｷﾞｼｮｰ） ｺｰﾁ ドイツ 女子サーブル

29 Anna Limbach（ｱﾝﾅｰ･ﾘﾝﾊﾞｯﾊ） 選手 ドイツ 女子サーブル

30 Ann-Sophie Kindler（ｱﾝ=ｿﾌｨｰ･ｷﾝﾄﾞﾗｰ） 選手 ドイツ 女子サーブル

31 Julika Funke（ﾕﾘｶ･ﾌﾝｹ） 選手 ドイツ 女子サーブル

32 Lisa Gette（ﾘｻﾞ･ｹﾞｯﾃ） 選手 ドイツ 女子サーブル

33 Vilmos Szabo（ｳﾞｨﾙﾓｼｭ･ｻｰﾎﾞ） ｺｰﾁ ドイツ 男子サーブル

34 Max Hartung（ﾏｯｸｽ･ﾊﾙﾄｩﾝｸﾞ） 選手 ドイツ 男子サーブル

35 Benedikt Wagner（ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ･ｳﾞｧｰｹﾞﾝｴﾙ） 選手 ドイツ 男子サーブル

36 Matyas Szabo（ﾏﾃｨｱｽ･ｻｰﾎﾞ） 選手 ドイツ 男子サーブル

37 Richard Huebers（ﾘﾊﾙﾄ･ﾋｭｰﾍﾞﾙｽ） 選手 ドイツ 男子サーブル

38 千葉 朱夏（ﾁﾊﾞ ｱｶﾈ）/ 早稲田大学 選手 日本 女子フルーレ

39 泉澤 カンナ（ｲｽﾞﾐｻﾜ ｶﾝﾅ）/ 専修大学 選手 日本 女子フルーレ

40 髙田 真帆（ﾀｶﾀﾞ ﾏﾎ）/ 法政大学 選手 日本 女子フルーレ

41 伊藤 真（ｲﾄｳ ﾏｺﾄ）/ NEXUS plum 選手 日本 男子フルーレ

42 舩本 誠志郎（ﾌﾅﾓﾄ ｾｲｼﾛｳ）/ NEXUS plum 選手 日本 男子フルーレ

43 舩本 宗一郎（ﾌﾅﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ）/ 日本大学 選手 日本 男子フルーレ

44 駒場 みなみ（ｺﾏﾊﾞ ﾐﾅﾐ）/ 早稲田大学 選手 日本 女子エペ

45 登坂 梨乃（ﾄｻｶ ﾘﾉ）/ 日本大学 選手 日本 女子エペ

46 尾矢 二千花（ｵﾔ ﾆﾁｶ）/ 中京大学 選手 日本 女子エペ

47 伊東 歩（ｲﾄｳ ｱﾕﾑ）/ 日本大学 選手 日本 男子エペ

48 佐々木功喜（ｻｻｷ ｺｳｷ）/ 日本大学 選手 日本 男子エペ

49 天粕 稔大（ｱﾏｶｽ ﾈｵ）/ 日本大学 選手 日本 男子エペ
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Ⅰ 概要                                             

８ 公開練習及び交流会

合宿期間中、世界トップレベルの選手を間近に見られる貴重な機会となるため、期日

を限定して練習を公開した。また、市民がドイツ選手やフェンシングと触れ合うため、

交流会を実施した。

日付 時間 会場 内容

7月 13日(金) 14 時～16時 白沢支所３階多目的ホール 公開練習

7月 14日(土)

10 時～12時 白沢支所３階多目的ホール 公開練習

14時～16時 白沢支所３階多目的ホール 交流会

2020 年東京オンピック・パラリンピック競技大会に向けた事前合宿を沼田市で行う旨の合意書に

署名したドイツフェンシング協会クラウディア・ボーケル会長と横山公一市長(ドイツ・ライプチヒにて)
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Ⅱ 実施内容                                          

１ 練習会場

今回の合宿では、沼田市民体育館が改修工事により使用できないため、練習会場の選

定に苦慮したが、沼田市立白沢中学校を始めとする白沢地区の協力により、白沢地区内

に２施設、さらに群馬県立沼田女子高等学校にも協力をいただき、学校内のトレーニン

グ室を練習会場とした。

第１会場 沼田市白沢支所３階多目的ホール

第２会場 沼田市立白沢中学校武道場
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                   Ⅱ 実施内容

第３会場 群馬県立沼田女子高等学校トレーニング室

２ 機材等設置

機材等の設置は、沼田フェンシング協会、沼田高校及び沼田女子高校フェンシング部

員の協力により、各会場６セット設置した。本市所有の審判機・アルミピスト８セット

では足りないため、群馬県フェンシング協会から審判機・ハイブリッドピスト４セット

を借用した。

（第１会場：審判機 6セット、アルミピスト 6 セット）   （第２会場：審判機６セット、アルミピスト２セット、

ハイブリットピスト 4セット）
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Ⅱ 実施内容                                          

３ 合宿開催周知

合宿の開催を広く市民に周知するため、各種啓発活動を行った。

（１）記者会見

    平成 30年 5月 23 日･･･合宿概要を発表

    平成 30年 7月 3日･･･合宿詳細を発表

（２）市ホームページへの掲載

合宿内容が決まるごとにホームページに掲載し、随時更新を行った。

（３）市 facebook への掲載

    合宿開催期間中に非公開日や非公開会場の内容も含めて、随時掲載を行った。

（４）広報ぬまたへの掲載

    広報ぬまた５月号から７月号に合宿の内容や通訳ボランティア募集等について掲

載を行った。

（広報ぬまた５月号）                （広報ぬまた６月号）
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                    Ⅱ 実施内容

（広報ぬまた７月号）

（５）チラシ配布（7/2）

    公開練習や交流会の内容について、市内 20,018 世帯に対し、チラシを回覧した。

（６）横断幕及びのぼり旗掲出

    市有施設や主要道路沿いに横断幕やのぼり旗を掲出した。

（市役所本庁舎）                 （白沢支所周辺）
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Ⅱ 実施内容                                          

（国道１２０号線 城堀川緑地公園前）        （国道１２０号線 白沢中学校前）

（７）交通安全啓発活動への参加（7/11）

    みなかみ町で行われた利根沼田市町村交通対策協議会等が主催の交通安全啓発活

動にドイツフェンシング協会副会長のディーター・ラマー氏とスポーツディレク

ターのスヴェン・レッセル氏が参加し、交通安全と事前合宿の啓発を行った。

（交通安全を呼びかけるドイツフェンシング協会役員）
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                    Ⅱ 実施内容

（８）ラジオ番組出演（7/13）

    ＦＭＯＺＥ（沼田エフエム放送）の生放送番組「ほっとタイム７６５」にドイツ

フェンシング協会副会長のディーター・ラマー氏とスポーツディレクターのスヴェ

ン・レッセル氏が出演し、合宿や公開練習・交流会について周知を行った。

（事前の打ち合わせ）               （放送直前の様子）

上記のラジオ番組を含め、下記のとおり複数のメディアに取り上げられたことに

より、多くの市民等に今回の合宿を周知できた。また、合宿終了後にもテレビ放送

され、合宿の内容について市内外に紹介することができた。

７月 ６日（金）ＦＭぐんま「ぐんまちゃん地域情報」

７月１２日（木）群馬テレビ「ニュースＪＵＳＴ」

７月１３日（金）ＦＭＯＺＥ「ほっとタイム７６５」

７月１７日（火）ＮＨＫ「ほっとぐんま６４０」

７月１９日（木）ＮＨＫ「ほっとぐんま６４０」

【来場者アンケート】

今回の事前合宿を何で知ったかをアンケートした結果は以下のとおりでした。

広報ぬまた、新聞、のぼり旗で４７％と約半分を

占める結果となった。

今後は２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会におけるドイツフェンシングチーム

の事前合宿地であることを積極的に周知したい。
                    

                    

                    

                    

                    

                    -11-



Ⅱ 実施内容                                          

４ 合宿参加選手歓迎

宿泊地のホテルに到着したドイツ選手役員 27名と日本選手 12名を沼田フェンシング

協会役員、沼田フェンシングクラブの子どもたちや沼田高校・沼田女子高校のフェンシ

ング部員などが歓迎した。

選手たちがホテルのロビーに集合し、市長が歓迎と激励のあいさつを行った。

（ドイツ及び日本選手の到着を歓迎）

（市長から歓迎と激励のあいさつ）            （ラマー副会長あいさつ）

（会場内の様子）
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                    Ⅱ 実施内容

５ 歓迎会

ドイツチーム選手役員と日本選手の歓迎会を開催した。

（１）日時及び場所

    平成 30年 7月 13 日（金）午後 6時 30分から午後 8時／ホテルベラヴィータ

（２）参加者

    ドイツチーム（37名）、日本選手（12 名）、事業後援団体（22団体）、事業協力団

体（7団体）、協賛団体（2団体）、県議会議員、市議会議員、市関係者ほか

（合計 113 名）

（乾杯の様子）              （沼田祇園囃子保存会連合会による演奏）

（レッセル氏によるドイツ選手紹介）           （日本選手による自己紹介）
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Ⅱ 実施内容                                          

（参加者全員による記念撮影）

６ 公開練習

合宿期間中、世界トップレベルの選手を間近に見られる貴重な機会となるため、7月

13日（金）14:00～16:00 と 7月 14 日（土）10:00～12:00 に練習を報道陣や市民等に公

開した。

（練習を見学する来場者）            （インタビューを受ける日本選手）
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                    Ⅱ 実施内容

７ 交流会

沼田フェンシング協会と沼田フェンシングクラブが中心となり、小学生によるレッス

ンパフォーマンスを披露し、高校生がドイツ選手とエキシビションマッチを行った。

交流会には約２００名が参加し、サイン会や握手会、撮影会などで交流を深めた。

また、会場内に体験コーナーを設置し、フェンシングに親しむ機会を設けた。

（小学生によるレッスンパフォーマンス）          （英語での歓迎スピーチ）

（ドイツ選手紹介）               （沼高生による激励エール）

（サイン会）                    （撮影会）
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Ⅱ 実施内容                                          

エキジビションマッチ５本勝負

（ 男子フルーレ ペーター・ヨッピヒ VS 井口涼太（沼田高校） ）

（ 女子フルーレ アンネ・ザウアー VS 阿部芽依奈（沼田女子高校） ）

（ 男子エペ リハルト・シュミット VS 関原麗允（沼田高校） ）
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                    Ⅱ 実施内容

エキジビションマッチ５本勝負

（ 女子エペ アレックサンドラー・ンドロ VS 井上詩織（沼田女子高校） ）

（ 男子サーブル マックス・ハルトゥング VS 松本幹也（沼田高校） ）

（ 女子サーブル アンナー・リンバッハ VS 鈴木花野（沼田女子高校） ）
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Ⅱ 実施内容                                          

（フェンシング体験コーナー）

（会場内の様子）

（ドイツチーム全員による記念撮影）
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                    Ⅱ 実施内容

８ ボランティア

今回の合宿では、沼田フェンシング協会、沼田フェンシングクラブ、沼田市スポーツ

推進委員、通訳スタッフなどの各種ボランティア（延べ７６名）の協力を得て運営した。

また、ボランティアではないが、運営スタッフの不足を補うために庁内から期間中に

応援職員（延べ３２名）の派遣を受けた。

（ボランティアスタッフの感想）

・旅行者でなく、アスリートに対してのおもてなしは難しいと思いました。

・選手たちも市民に対して、オープンで友好的な感じで清々しいものを感じました。

・選手たちは遠慮していたのか、もう少し質問や希望を言ってほしかった。

・選手たちに沼田の街を案内し、知ってもらう機会を設けたり、沼田の名物を食べさせて

あげたかった。

・素晴らしい時間を過ごせたので、勇気を出して通訳ボランティアに応募してよかった。

（交流会会場にて）                 （歓迎会会場１）

（歓迎会会場２）               （歓迎会会場３）
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Ⅱ 実施内容                                          

９ フォトギャラリー

（ドイツ：男子フルーレチームとスタッフ）        （ドイツ：女子フルーレチームとスタッフ）

（日本：男子フルーレ選手）              （日本：女子フルーレ選手）

（ドイツ：男子エペチームとスタッフ）                       （ドイツ：女子エペチーム）
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（日本：男子エペ選手）               （日本：女子エペ選手）

（ドイツ：男子サーブルチーム）             （ドイツ：女子サーブルチーム）

（ホテルベラヴィータに到着：７／１0）             （歓迎あいさつ：7/10）
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Ⅱ 実施内容                                          

（交通安全啓発活動：７／１1）               （吹割の滝：7/12）

（吹割の滝／ドイツと日本のエペ選手たち：7/12）
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（沼田女子高校トレーニング室：7/13）

（ポケトークで会話：7/13）        （沼田市りんご組合からりんごジュース贈呈：7/13）

（公開練習 ドイツ選手と日本選手の実戦練習：7/13）
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Ⅱ 実施内容                                          

（ラジオ生放送終了後：7/13）                   （交流会でシュテファーン選手と撮影：7/14）

（コインランドリーで洗濯：7/14）           （吹割の滝／サーブルチーム：7/15）

（中国へ向けて出発：7/16）
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Ⅲ 大会結果                                          

2018 年フェンシング世界選手権中国大会結果

期間：平成 30年 7月 19 日～平成 30年 7月 27 日

場所：中華人民共和国 無錫市

＜個人戦＞

種目 選手名 結果

女子エペ

CHRISTMANN Beate ／ クリストマン・ベアーテ 56位

EHLER Alexandra ／ エーラー・アレックサンドラー 57位

SOZANSKA Monika ／ ゾツァンスカ・モニカ 61位

NDOLO Alexandra ／ ンドロ・アレックサンドラー 76位 T

種目 選手名 結果

男子サーブル

HARTUNG Max ／ ハルトゥング・マックス 11位

WAGNER Benedikt ／ ヴァーゲンエル・ベネディクト 16位

HUEBERS Richard ／ ヒューベルス・リハルト 20位

SZABO Matyas ／ サーボ・マティアス 46位

種目 選手名 結果

女子フルーレ

EBERT Leonie ／ エベルト・レオニー 11位

HAMPEL Eva ／ ハンペル・エファー 16位

SAUER Anne ／ ザウアー・アンネ 33位

BEHR Leandra ／ ベアー・レアンドラ 67位
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種目 選手名 結果

男子エペ

BRINKMANN Marco ／ ブリンクマン・マルコ 26位

SCHMIDT Richard ／ シュミット・リハルト 36位

BELLMANN Lukas ／ ベルマン・ルカス 63位

REIN Stephan ／ ライン・シュテファーン 102 位

種目 選手名 結果

女子サーブル

LIMBACH Anna ／ リンバッハ・アンナー 19位

FUNKE Julika ／ フンケ・ユリカ 53位

KINDLER Ann-Sophie ／ キンドラー・アン＝ソフィー 69位

  GETTE Lisa ／ ゲッテ・リザ 78位

種目 選手名 結果

男子フルーレ

KAHL Alexander ／ カール・アレックサンダー 14位

KLEIBRINK Benjamin ／ クライブリンク・ベンヤミン 55位 T

SANITA Andre ／ ザニタ・アンドレ－ 57位

  JOPPICH Peter ／ ヨッピヒ・ペーター 64位
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Ⅲ 大会結果                                          

＜団体戦＞

種目／順位 対戦 結果

女子エペ

第 8位

トーナメント 1回戦 ／ ドイツ VS タイ    
○

45-30

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS イタリア
○

42-36

   準々決勝    ／ ドイツ VS 中国
×

36-45

種目／順位 対戦 結果

男子サーブル

第 5位

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS カナダ
○

45-37

   準々決勝   ／ ドイツ VS ハンガリー
×

43-45

種目／順位 対戦 結果

女子フルーレ

第 7位

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS 香港
○

45-21

   準々決勝    ／ ドイツ VS フランス
×

38-45

種目／順位 対戦 結果

男子エペ

第 12位

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS アルゼンチン
○

45-37

トーナメント 3回戦 ／ ドイツ VS ロシア   
×

34-38

種目／順位 対戦 結果

女子サーブル

第 11位

トーナメント 1回戦 ／ ドイツ VS シンガポール   
○

45-37

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS 韓国
×

33-45

種目／順位 対戦 結果

男子フルーレ

第 15位

トーナメント 1回戦 ／ ドイツ VS 台湾    
○

45-23

トーナメント 2回戦 ／ ドイツ VS 中国
×

44-45

-27-



Ⅳ まとめ



Ⅳ まとめ                                           

１ 総括

  沼田市は、ドイツフェンシング協会と２０２０年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けた事前合宿を沼田市で行う旨の合意書を締結し、今回はその合意に基づ

き、事前合宿を受け入れました。

  しかしながら、これだけ多くの外国人選手の合宿を経験したことがなく、言葉や文化

の違いなどに戸惑い、驚く場面もありましたが、２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の事前合宿に向けて大変貴重な経験となりました。

ドイツチームからは今回の合宿について宿泊地と練習会場が離れていたにもかかわら

ず、「市民のおもてなしに感激し、大変満足しているので、２０２０年の事前合宿にまた

訪れたい」との意向も示されたことから、今回の経験を踏まえて準備を進めたいと思い

ます。

  

  

２ 今後の課題

  今回の合宿を経験したことで、下記の課題も見えてきました。

（１）市民に対する周知

   フェンシングに興味や関心がある市民は、沼田フェンシング協会や沼田フェンシ

ングクラブなどから情報を入手することが容易であったが、それ以外の市民にとっ

てはフェンシングの名前は知っていても種目やルールを知らない状況である。その

ため、いかにフェンシングに興味や関心がない市民に「ドイツ」や「事前合宿」に

目を向けてもらえるかを交流事業を含め、準備を進める必要がある。

（２）市民との交流

   世界選手権大会の事前合宿であるため、選手の体調や時差の調整を優先し、交流

事業は公開練習 2時間を 2回、交流会 2時間、歓迎会 1時間半と最小限のものとし

た。内容についてもフェンシングが中心となり、日本文化の体験や市民との交流が

できなかったので、市民との交流に関しては機運醸成には至らなかった。

今後は、選手のコンディションに配慮しながらホストタウン担当課とも連携を図り、

市民との交流を検討したい。
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                     Ⅳ まとめ  

（３）組織体制

    今回の合宿は本市が直営で受け入れを行ったが、迅速かつ柔軟な対応を求められ

ることがあり、市の組織であるがゆえに対応に苦慮することがあった。次回はその

ような要望にすみやかに対応できるように実行委員会を組織することを検討したい。

（４）ボランティアスタッフ

    多くのボランティアスタッフの協力により、今回の合宿を無事に終えることがで

きた。次回は早い段階から登録や募集の周知を行うとともに、今回の経験を踏まえ

た説明会や打合せを開催し、意思疎通等を図りながら対応したい。

フェンシングマスク（ドイツフェンシング協会寄贈)
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