
第２回　全国小学生フェンシング選手権大会
大会第1日目
●小学校5･6年生男子フルーレ 114名

参加者名 ふりがな 所属名
201 中澤　正成 なかざわ　まさなり 市川FC
202 竹中　大貴 たけなか　だいき 京都きっず
203 高橋　侑大 たかはし　ゆうだい 京都きっず
204 柴田　晨之介 しばた　しんのすけ 京都ソレイユ
205 林　正太郎 はやし　しょうたろう 徳島クラブ
206 渡部　利紀 わたなべ　としのり 米沢市フェンシングスポーツ少年団
207 江崎　蒼一朗 えざき　そういちろう 鳥羽フェンシングクラブ
208 木下　太陽 きのした　たいよう 鳥羽フェンシングクラブ
209 松岡　優 まつおか　ゆう 宮崎ジュニアフェンシングクラブ
210 橋本　雄偉 はしもと　ゆうい 日本フェンシング研究会
211 大坂　真脩 おおさか　ましゅ 明石ジュニアフェンシングクラブ
212 松本　朔 まつもと　さく 高崎クラブ
213 岡本　佑介 おかもと　ゆうすけ 板橋フェンシングクラブ
214 中山　洋輔 なかやま　ようすけ コスモフェンシングクラブ
215 金尾　幸平 かなお　こうへい 大阪読売千里クラブ
216 山田　光凜 やまだ　こうりん トゥッティフェンシングクラブ
217 庄司　光太朗 しょうじ　こうたろう フェンサーズファクトリー
218 前田　絆成 まえだ　ばんせい SEIBUスポーツクラブ
219 安東　一成 あんどう　いっせい 岡山少年クラブ
220 内田　諭志 うちだ　さとし 杉並ジュニア　FT
221 臼井　康晴 うすい　こうせい 気仙沼フェンシング協会
222 古谷　翔吾 ふるや　しょうご 台東ジュニアフェンシングクラブ
223 小島　宗佑 こじま　そうすけ はしまモア
224 高橋　橙生 たかはし　とうい はしまモア
225 松浦　健祐 まつうら　けんすけ はしまモア
226 杉浦　敬祐 すぎうら　けいすけ はしまモア
227 田内　渓 たうち　けい はしまモア
228 平櫛　征人 ひらくし　ゆきと 沼津フェンシングクラブ
229 石野　誠也 いしの　せいや ワセダクラブ
230 エメド　火庵 えめど　かあん 杉並ジュニアFT
231 萩原　嵩造 はぎわら　しゅうぞう みなとフェンシングクラブ
232 小林　未来 こばやし　みらい 中京大学Jr.
233 岡田　快斗 おかだ　かいと 別府ジュニアフェンシングクラブ
234 鎌田　晃成 かまた　こうせい 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
235 茶野　友秋 ちゃの　ともあき ダウンタウンフェンシングアカデミー
236 原田　航成 はらだ　こうせい 和歌山エスクリムズ
237 中山　真希 なかやま　まき 熊本ジュニアクラブ
238 安原　佑 やすはら　ゆう 京都フューチャーフェンシングクラブ
239 田中　大貴 たなか　だいき サマディフェンシング倶楽部
240 姫野　駿介 ひめの　しゅんすけ サマディフェンシング倶楽部
241 圓尾　晃生 まるお　こうせい 香川ジュニアフェンシングクラブ
242 長谷川　匠 はせがわ　たくみ 秋田市ジュニアフェンサーズ
243 田中　陽 たなか　ひなた アレフェンシングチーム
244 加賀谷　優斗 かがや　ゆうと 秋田市ジュニアフェンサーズ
245 清水　野真 しみず　のま ＪＶ体育教室
246 谷合　良太 たにあい　りょうた ＪＶ体育教室
247 岡村　怜音 おかむら　れおん 米沢市フェンシングスポーツ少年団
248 櫻井　快仁 さくらい　かいと 米沢市フェンシングスポーツ少年団
249 吉田　彪峨 よしだ　ひゅうが 高崎クラブ
250 弓長　昇主 ゆみなが　たかゆき 名電ジュニアフェンシングクラブ
251 堀　智貴 ほり　ともき 名電ジュニアフェンシングクラブ
252 永津　稜麻 ながつ　りょうま 名電ジュニアフェンシングクラブ
253 西川　晋和 にしかわ　しんや 松江フェンシングクラブ
254 鈴木　志門 すずき　しもん 本吉町フェンシング協会
255 松橋　凜 まつはし　りん 合川フェンシングクラブ



256 高橋　康希 たかはし　こうき S・E・Aスポーツクラブ
257 峰岸　佳吾 みねぎし　けいご 沼田フェンシングクラブ
258 小林　塁 こばやし　るい 沼田フェンシングクラブ
259 土井　翼 どい　つばさ 沼田フェンシングクラブ
260 中村　駿太 なかむら　しゅんた 長野ジュニアフェンシングクラブ
261 福島　佑陽 ふくしま　ゆうひ 長野ジュニアフェンシングクラブ
262 登内　雄心 とのうち　ゆうじ 長野ジュニアフェンシングクラブ
263 ビューワーニック　ショーン びゅーわーにっく　しょーん 三島フェンシングクラブ
264 遠藤　駿斗 えんどう　はやと 広瀬町フェンシングクラブ
265 横山　慶汰 よこやま　けいた 婦中ＪＦＣ
266 高畠　龍斗 たかはた　りゅうと 婦中ＪＦＣ
267 東　陽斗 あずま　あきと 婦中ＪＦＣ
268 保科　幸作 ほしな　こうさく 南箕輪わくわくクラブ
269 小城　颯人 こじょう　はやと 板橋フェンシングクラブ
270 上村　明武 うえむら　あきむ 東かがわジュニアフェンシングクラブ
271 柏谷　祐紀 かしわだに　ゆうき 大阪読売千里クラブ
272 黒澤　塁 くろさわ　るい 光ヶ丘フェンシングクラブ
273 藤野　正真 ふじの　しょうま 富山パレスフェンシングクラブ
274 菊元　雪 きくもと　ゆき 河南町フェンシングクラブ
275 米倉　尚輝 よねくら　なおき 九条小学校
276 荒井　欧祐 あらい　おうすけ トゥッティフェンシングクラブ
277 岸本　錬志 きしもと　れんじ トゥッティフェンシングクラブ
278 見目　宏介 けんもく　こうすけ フェンサーズファクトリー
279 中條　雄太 なかじょう　ゆうた SEIBUスポーツクラブ
280 庄司　圭佑 しょうじ　けいすけ アプルス
281 篠田　真吾 しのだ　しんご 高岡古城フェンシングクラブ
282 羽多野　慧 はたの　けい 津・みえFC
283 小林　慧世 こばやし　えいせい スターフェンシングアカデミー
284 加藤　那琉 かとう　なる Kiri.Jr　フェンシングチーム
285 坂口　駿斗 さかぐち　はやと Kiri.Jr　フェンシングチーム
286 幸田　晴孝 こうだ　はるたか Kiri.Jr　フェンシングチーム
287 杉元　達弥 すぎもと　たつや Kiri.Jr　フェンシングチーム
288 佐藤　結弥 さとう　ゆうや おおたスポーツアカデミー
289 井上　創太 いのうえ　そうた フェンサーズファクトリー
290 原田　眞太郎 はらだ　しんたろう 杉並ジュニア　FT
291 山﨑　貴史 やまざき　たかし 杉並ジュニア　FT
292 森平　航矢 もりだいら　こうや 聖籠ジュニアフェンシングクラブ
293 高野　留聖 たかの　りゅうせい 聖籠ジュニアフェンシングクラブ
294 石橋　臣都 いしばし　おみと 香川JFC
295 西村　宗司 にしむら　そうじ 香川ジュニアフェンシングクラブ
296 菅原　陸 すがわら　りく 二ツ井ジュニアフェンシングチーム
297 福田　亮介 ふくだ　りょうすけ はしまモア
298 石橋　廉大 いしばし　れんた はしまモア
299 笹渕　眞 ささぶち　しん フェンシングステージ
300 安井　琥珀 やすい　こはく 柿の木台スケルマ
301 栗田　滉 くりた　あきら 柿の木台スケルマ
302 林　祥太郎 はやし　しょうたろう ワセダクラブ
303 森　祐偉 もり　ゆうい ワセダクラブ
304 小原　力 おはら　りき 東京アメリカンクラブ
305 林　勇真 りん　ゆうじん 東京アメリカンクラブ
306 三浦　悠成 みうら　ゆうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ
307 上京田　陽海 かみきょうだ　はるか 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
308 中山　友希 なかやま　ともき 熊本ジュニアクラブ
309 古市　直大 ふるいち　なおき アレフェンシングチーム
310 千田　一慧 ちだ　いっけい 一関フェンシングスポーツ少年団
311 平間　大晟 ひらま　たいせい ＪＶ体育教室
312 Joseph Glasson オーストラリア
313 Haoxiang Zhou 中国
314 Zhonghao Zhang 中国



大会2日目
●小学校5･6年生女子フルーレ 67名

参加者名 ふりがな 所属名
701 大野　美麗 おおの　みれ 京都きっず
702 高橋　如空 たかはし　もあ 京都きっず
703 後藤　千里 ごとう　ちさと 香川ＪＦＣ
704 西岡　瞳 にしおか　ひとみ 明石ジュニアフェンシングクラブ
705 清原　理心 きよはら　りこ 本吉町フェンシング協会
706 原　那緒 はら　なお 長野ジュニアフェンシングクラブ
707 市村　知晴 いちむら　ちせ 長野ジュニアフェンシングクラブ
708 田中　すみれ たなか　すみれ 長野ジュニアフェンシングクラブ
709 高木　愛理 たかぎ　あいり 香川ジュニアフェンシングクラブ
710 木村　優花 きむら　ゆうか 河南町フェンシングクラブ
711 太田　陽詩 おおた　ひなた JEUGIA
712 小野寺　紀香 おのでら　のりか 気仙沼フェンシング協会
713 小川　栞奈 おがわ　かんな 台東ジュニアフェンシングクラブ
714 長瀬　凜乃 ながせ　りの はしまモア
715 伊豆蔵　梓 いづくら　あずさ はしまモア
716 関谷　百萌 せきや　ももえ 沼津フェンシングクラブ
717 貫井　由羅 ぬくい　ゆら ダウンタウンフェンシングアカデミー
718 太田　涼帆 おおた　すずほ 熊本ジュニアクラブ
719 飯村　彩乃 いいむら　あやの 京都フューチャーフェンシングクラブ
720 岸本　鈴 きしもと　りん 京都フューチャーフェンシングクラブ
721 森嶋　夕稀 もりしま　ゆき 青山クラブ
722 沼田　美咲 ぬまた　みさき 東京フェンシングスクール
723 森　愛結 もり　あゆ 和北ジュニアクラブ
724 小見　夏穂 おみ　なつほ 八王子フェンシングクラブ
725 下田　菜緒 しもだ　なお 八王子フェンシングクラブ
726 杉本　百 すぎもと　もも 京都きっず
727 楠　彩名 くすのき　あやな 京都きっず
728 福井　捺茄 ふくい　なつな 京都きっず
729 八巻　陽咲 やまき　はるき 米沢市フェンシングスポーツ少年団
730 木全　優月 きまた　ゆづき 米沢市フェンシングスポーツ少年団
731 那須　杏里 なす　あんり 鳥羽フェンシングクラブ
732 南　　愛 みなみ　あい 鳥羽フェンシングクラブ
733 曽根　寿々佳 そね　すずか レ・フレール　愛媛
734 永井　未寿稀 ながい　みずき 秋田県南FC
735 戸嶋　希望 としま　のぞみ 秋田県南FC
736 小野　瑞葵 おの　みずき S・E・Aスポーツクラブ
737 谷口　真麻 たにぐち　まお 宮崎南ジュニアフェンシングクラブ
738 早川　葵彩 はやかわ　あおい 三島フェンシングクラブ
739 押川　妃佳里 おしかわ　ひかり 福山フェンシングクラブ
740 髙橋　佳那 たかはし　かな 福山フェンシングクラブ
741 椿　未来 つばき　みく 広瀬町フェンシングクラブ
742 河野　真央 かわの　まお 三田フェンシングクラブ
743 栗原　美咲 くりはら　みさき 三田フェンシングクラブ
744 石川　夏帆 いしかわ　なつほ 香川ジュニアフェンシングクラブ
745 中村　真琴 なかむら　まこと 板橋フェンシングクラブ
746 玉本　愛佳 たまもと　あいか 光ヶ丘フェンシングクラブ
747 田中　みのり たなか　みのり 河南町フェンシングクラブ
748 清原　希紘 きよはら　まひろ SEIBUスポーツクラブ
749 埋橋　結子 うずはし　ゆいこ 南箕輪わくわくクラブ
750 稲垣　まどか いながき　まどか 津・みえFC
751 新田　穂乃香 にった　ほのか 津・みえFC
752 杉江　苺花 すぎえ　まいか Kiri.Jr　フェンシングチーム
753 久保田　未来乃 くぼた　みらの 杉並ジュニア　FT



754 佐野　日向子 さの　ひなこ 杉並ジュニア　FT
755 横田　彩未 よこた　あやみ 沼津フェンシングクラブ
756 山崎　妃奈乃 やまざき　ひなの ワセダクラブ
757 小原　笑美理 おはら　えみり 東京アメリカンクラブ
758 山田　ひなた やまだ　ひなた 中京大学Jr.
759 長谷川　乃愛 はせがわ　のあ 中京大学Jr.
760 カマラ　舞里音 かまら　まりおん 熊本ヤングフェンシングクラブ　
761 水野　琉千明 みずの　るちあ 東京フェンシングスクール
762 山口　花楓 やまぐち　かえで 和北ジュニアクラブ
763 千葉　穂波 ちば　ほなみ 一関フェンシングスポーツ少年団
764 茂木　李穂 もぎ　りほ 八王子フェンシングクラブ
765 Ziwen(Emily)Luo 中国
766 Mia Jo アメリカ
767 Rachika Yoshimori オランダ


