
第７０回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）

NO 参加者名 ふりがな 協会登録所属名 性別 競技種目 支部名
1 池田　優作 いけだ　ゆうさく 香川県立三本松高等学校 男性 エペ 香川県フェンシング協会
2 石井　崇明 いしい　たかあき 吉祥寺クラブ 男性 エペ 東京都フェンシング協会
3 石原　雄平 いしはら　ゆうへい 島根県 男性 エペ 島根県フェンシング協会
4 伊東　歩 いとう　あゆむ 日本大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
5 伊藤　寛高 いとう　ひろたか 法政大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
6 海老塚　悠将 えびづか　ゆうしょう 慶應義塾大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
7 大﨑　練介 おおさき　れんすけ 慶應義塾高等学校 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
8 小田　康平 おだ　こうへい 朝日大学 男性 エペ 岐阜県フェンシング協会
9 小野　真英 おの　まさひで 早稲田大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
10 笠原　崇弘 かさはら　たかひろ 新潟クラブ 男性 エペ 新潟県フェンシング協会
11 加藤　雅望 かとう　まさみ 愛知工業大学名電高等学校 男性 エペ 愛知県フェンシング協会
12 加藤　優弥 かとう　ゆうや 青森県フェンシング協会 男性 エペ 青森県フェンシング協会
13 金髙　大乘 かねたか　たいじょう 香川県立高松北高等学校 男性 エペ 香川県フェンシング協会
14 叶内　慶一 かのうち　けいいち 吉祥寺クラブ 男性 エペ 東京都フェンシング協会
15 華原　浩鷹 かはら　ひろたか 慶應義塾大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
16 栢木　琢也 かやき　たくや 法政大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
17 菊池　正太郎 きくち　しょうたろう 山口県立岩国工業高等学校 男性 エペ 山口県フェンシング協会
18 木村　芳徳 きむら　よしのり 福岡中央銀行 男性 エペ 福岡県フェンシング協会
19 小佐井　達也 こさい　たつや 熊本県立宇土高等学校 男性 エペ 熊本県フェンシング協会
20 小坂　貞治 こさか　さだはる 神戸クラブ 男性 エペ 兵庫県フェンシング協会
21 小林　航平 こばやし　こうへい MFC 男性 エペ 東京都フェンシング協会
22 古俣　聖 こまた　あきら 中央大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
23 齋藤　駿 さいとう　しゅん 福島県立川俣高等学校 男性 エペ 福島県フェンシング協会
24 坂藤　秀昌 さかとう　ひでまさ 三田フェンシングクラブ 男性 エペ 東京都フェンシング協会
25 坂本　圭右 さかもと　けいすけ 自衛隊体育学校 男性 エペ 埼玉県フェンシング協会
26 佐藤　夏樹 さとう　なつき ワセダクラブ 男性 エペ 東京都フェンシング協会
27 佐藤　奏大 さとう　やすひろ 専修大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
28 澤田　晃希 さわだ　こうき 専修大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
29 篠﨑　誠 しのざき　まこと 慶應義塾大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
30 篠原　瑞公 しのはら　みずき 同志社大学 男性 エペ 京都府フェンシング協会
31 菅井　裕之 すがい　ひろゆき 宮城クラブ 男性 エペ 宮城県フェンシング協会
32 杉山　智哉 すぎやま　ともや 関学クラブ 男性 エペ 兵庫県フェンシング協会
33 關　大生 せき　たいせい 慶應義塾大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
34 仙葉　遼輔 せんば　りょうすけ 秋田県立秋田南高等学校 男性 エペ 秋田県フェンシング協会
35 鷹野　晴貴 たかの　はるき 関西学院大学 男性 エペ 兵庫県フェンシング協会
36 高間　壮太 たかま　そうた 朝日大学 男性 エペ 岐阜県フェンシング協会
37 武井　倖也 たけい　こうや 日本大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
38 武井　琉晟 たけい　りゅうせい 栃木県立栃木商業高等学校 男性 エペ 栃木県フェンシング協会
39 武田　仁 たけだ　じん 吉祥寺クラブ 男性 エペ 東京都フェンシング協会
40 田尻　航大 たじり　こうだい 香川県立三本松高等学校 男性 エペ 香川県フェンシング協会
41 千田　圭 ちだ　けい 日本体育大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
42 津江　碧 つえ　あおい 山口クラブ 男性 エペ 山口県フェンシング協会
43 津田　寛二 つだ　かんじ 石川クラブ 男性 エペ 石川県フェンシング協会
44 中村　豪 なかむら　ごう 法政大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
45 名和　寛文 なわ　ひろふみ 大垣共立銀行 男性 エペ 岐阜県フェンシング協会
46 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学 男性 エペ 京都府フェンシング協会
47 野口　舞人 のぐち　まいと 朝日大学 男性 エペ 岐阜県フェンシング協会
48 萩原　宏樹 はぎわら　ひろき 宇都宮フェンシングクラブ 男性 エペ 栃木県フェンシング協会
49 服部　佑紀 はっとり　ゆうき 龍谷富山高等学校 男性 エペ 富山県フェンシング協会
50 林　茂樹 はやし　しげき 警視庁 男性 エペ 東京都フェンシング協会
51 原田　圭佑 はらだ　けいすけ 専修大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
52 板東　臣斗 ばんどう　おみと 立命館大学 男性 エペ 京都府フェンシング協会
53 平野　裕也 ひらの　ゆうや 慶應義塾大学 男性 エペ 神奈川県フェンシング協会
54 平野　良樹 ひらの　よしき 新潟クラブ 男性 エペ 新潟県フェンシング協会
55 藤井　凌大 ふじい　りょうた 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 エペ 秋田県フェンシング協会
56 古田　育男 ふるた　いくお 日本体育大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
57 堀内　信吾 ほりうち　しんご 奈良クラブ 男性 エペ 奈良県フェンシング協会
58 前田　雄亮 まえだ　ゆうすけ 香川クラブ 男性 エペ 香川県フェンシング協会
59 松本　龍 まつもと　りゅう プラチナフェンシングチーム 男性 エペ 埼玉県フェンシング協会
60 三口　智也 みぐち　ともや 自衛隊体育学校 男性 エペ 埼玉県フェンシング協会
61 村山　健太郎 むらやま　けんたろう 法政大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
62 毛利　凌乙 もうり　りく 岐阜県立羽島北高等学校 男性 エペ 岐阜県フェンシング協会
63 持田　彰久 もちだ　あきひさ 大分県立津久見高等学校 男性 エペ 大分県フェンシング協会
64 安　雅人 やす　まさと 早稲田大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
65 山田　森太郎 やまだ　しんたろう 中央大学 男性 エペ 東京都フェンシング協会
66 山田　優 やまだ　まさる 自衛隊体育学校 男性 エペ 埼玉県フェンシング協会
67 山本　翔磨 やまもと　しょうま 神戸クラブ 男性 エペ 兵庫県フェンシング協会
68 杠　星哉 ゆずりは　せいや 佐賀県立佐賀商業高等学校 男性 エペ 佐賀県フェンシング協会
69 吉沢　有紀 よしざわ　なおき ＯＦＳ 男性 エペ 東京都フェンシング協会



70 青木　星也 あおき　せいや 香川県立三本松高等学校 男性 サーブル 香川県フェンシング協会
71 浅野　裕暉 あさの　ひろき 日本大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
72 新井　弘太 あらい　こうた Ａ 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
73 安藤　光平 あんどう　こうへい Ａ 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
74 石川　裕己 いしかわ　ひろき 三田フェンシングクラブ 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
75 今井　康友 いまい　やすとも 警視庁 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
76 江川　颯一 えがわ　そういち 専修大学 男性 サーブル 神奈川県フェンシング協会
77 大橋　亮介 おおはし　りょうすけ 日本体育大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
78 大村　貴之 おおむら　たかゆき 日本大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
79 長内　勇樹 おさない　ゆうき 日本体育大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
80 尾矢　陽太 おや　さんた 愛知工業大学名電高等学校 男性 サーブル 愛知県フェンシング協会
81 小山　桂史 おやま　けいし 早稲田大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
82 柏木　慈理 かしわぎ　じり エスコラピオス学園海星高等学校 男性 サーブル 三重県フェンシング協会
83 金子　健司 かねこ　けんじ 日本大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
84 川浪　光輝 かわなみ　こうき 青森県フェンシング協会 男性 サーブル 青森県フェンシング協会
85 菊池　崇志 きくち　たかし 警視庁 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
86 木村　友哉 きむら　ともや 日本大学豊山高等学校 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
87 小谷　太洋 こたに　たいよう 島根県 男性 サーブル 島根県フェンシング協会
88 後藤　駿弥 ごとう　としや 中央大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
89 佐々木　聖 ささき　せい 愛媛クラブ 男性 サーブル 愛媛県フェンシング協会
90 佐藤　篤志 さとう　あつし 法政大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
91 澤畠　武博 さわはた　たけひろ 茨城高等学校 男性 サーブル 茨城県フェンシング協会
92 島田　翔大 しまだ　しょうた 愛知工業大学 男性 サーブル 愛知県フェンシング協会
93 島村　智博 しまむら　ともひろ 警視庁 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
94 清水　崇史 しみず　たかふみ 日本大学豊山高等学校 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
95 清水　紀宏 しみず　のりひろ 日本大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
96 白井　寛夢 しらい　ひろむ 中央大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
97 杉本　隆大 すぎもと　たかひろ 日本大学豊山高等学校 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
98 ストリーツ　海飛 すとりーつ　かいと 鹿児島クラブ 男性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
99 芹澤　洋人 せりざわ　ひろと 埼玉クラブ 男性 サーブル 埼玉県フェンシング協会
100 髙木　大夢 たかぎ　ひろむ 福島県立川俣高等学校 男性 サーブル 福島県フェンシング協会
101 高木　良輔 たかぎ　りょうすけ 早稲田大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
102 高澤　和樹 たかざわ　かずき 専修大学 男性 サーブル 神奈川県フェンシング協会
103 髙橋　優作 たかはし　ゆうさく 法政大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
104 竹下　昇輝 たけした　しょうき 早稲田大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
105 谷下　尚弥 たにした　なおや 福井県 男性 サーブル 福井県フェンシング協会
106 谷山　翔太 たにやま　しょうた 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
107 丹代　翔 たんだい　しょう 福井クラブ 男性 サーブル 福井県フェンシング協会
108 徳南　堅太 とくなん　けんた デロイトトーマツコンサルティング 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
109 永田　航 ながた　こう 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
110 中村　冠太 なかむら　かんた 立教新座高等学校 男性 サーブル 埼玉県フェンシング協会
111 西田　亮 にした　あきら 秋田県立秋田北高等学校 男性 サーブル 秋田県フェンシング協会
112 新田　涼平 にった　りょうへい 和歌山クラブ 男性 サーブル 和歌山県フェンシング協会
113 羽田　康孝 はねだ　やすたか 奈良クラブ 男性 サーブル 奈良県フェンシング協会
114 馬場　正浩 ばば　まさひろ ノーリツ 男性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
115 張眞　龍太 はりま　りゅうた 福井クラブ 男性 サーブル 福井県フェンシング協会
116 平松　竜成 ひらまつ　りゅうせい 長野クラブ 男性 サーブル 長野県フェンシング協会
117 フィッツジェラルド　邦彦 ふぃっつじぇらるど　くにひこ ＮＥＸＵＳ 男性 サーブル 群馬県フェンシング協会
118 古川　信清 ふるかわ　のぶきよ 桜門剣友会 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
119 星野　剣斗 ほしの　けんと ＮＥＸＵＳ 男性 サーブル 群馬県フェンシング協会
120 本間　英太 ほんま　えいた 福島県立川俣高等学校 男性 サーブル 福島県フェンシング協会
121 松永　健吾 まつなが　けんご 日本大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
122 水谷　一貴 みずたに　かずき 大垣共立銀行 男性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
123 南　大地 みなみ　だいち 愛知工業大学 男性 サーブル 愛知県フェンシング協会
124 三宅　晟 みやけ　せい 岡山県 男性 サーブル 岡山県フェンシング協会
125 宮﨑　悠伸 みやざき　ゆうしん 愛媛県立三島高等学校 男性 サーブル 愛媛県フェンシング協会
126 宮山　亮 みややま　りょう オリエンタル酵母工業株式会社 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
127 向竹　淳 むかたけ　あつし ノーリツ 男性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
128 村岡　聡丞 むらおか　さとし 日本体育大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
129 森　翔一 もり　しょういち 桜門剣友会 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
130 森多　諒 もりた　りょう 柳井学園高等学校 男性 サーブル 山口県フェンシング協会
131 山　直崇 やま　なおたか 朝日大学 男性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
132 山北　格也 やまきた　かくや 中央大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
133 山口　慶吾 やまぐち　けいご 関学クラブ 男性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
134 山﨑　中 やまさき　かなめ 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
135 山崎　匠 やまざき　たくみ 秋田大学 男性 サーブル 秋田県フェンシング協会
136 山本　真太郎 やまもと　しんたろう 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
137 横尾　知浩 よこお　ともひろ 法政大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
138 吉井　想 よしい　そう 法政大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
139 吉田　健人 よしだ　けんと 警視庁 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
140 吉田　多聞 よしだ　たもん ＪＯＣエリートアカデミー 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
141 柳　嘉亮 りゅう　かりゃん 法政大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会



142 若月　航矢 わかつき　こうや 日本体育大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
143 渡邊　裕斗 わたなべ　ゆうと 中央大学 男性 サーブル 東京都フェンシング協会
144 阿部　悠吾 あべ　ゆうご 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
145 安部　慶輝 あべ　よしき 拓殖大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
146 荒金　泰成 あらかね　たいせい 大分県立大分豊府高等学校 男性 フルーレ 大分県フェンシング協会
147 淡路　卓 あわじ　すぐる 仙台城南高等学校 男性 フルーレ 宮城県フェンシング協会
148 飯田　綾也 いいだ　りょうや 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
149 飯村　一輝 いいむら　かずき 龍谷大学付属平安中学校 男性 フルーレ 京都府フェンシング協会
150 井神　俊兵 いかみ　しゅんぺい 和歌山県立和歌山北高等学校 男性 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
151 井川　晃暉 いがわ　こうき 和歌山県立和歌山北高等学校 男性 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
152 池畑　亮太朗 いけはた　りょうたろう 明治大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
153 石井　魁 いしい　かい 大分県立別府翔青高等学校 男性 フルーレ 大分県フェンシング協会
154 市川　恭也 いちかわ　きょうや 警視庁 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
155 伊藤　拓真 いとう　たくま 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
156 伊藤　大輝 いとう　ひろき 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
157 伊藤　真 いとう　まこと NEXUS plum 男性 フルーレ 群馬県フェンシング協会
158 岩下　琢哉 いわした　たくや 立命館大学 男性 フルーレ 京都府フェンシング協会
159 上野　優斗 うえの　ゆうと 大分県立別府翔青高等学校 男性 フルーレ 大分県フェンシング協会
160 瓜生　陽 うりゅう　あきら 大分県立別府翔青高等学校 男性 フルーレ 大分県フェンシング協会
161 江藤　和博 えとう　かずひろ 高崎商科大学附属高等学校 男性 フルーレ 群馬県フェンシング協会
162 海老原　樹 えびはら　いつき 埼玉栄高等学校 男性 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
163 大石　利樹 おおいし　りき 山九株式会社 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
164 大崎　雄貴 おおさき　ゆうき 朝日大学 男性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
165 尾川　世我 おがわ　せが 朝日大学 男性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
166 奥武　大輔 おくたけ　だいすけ 早稲田大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
167 河西　駿介 かさい　しゅんすけ 長野クラブ 男性 フルーレ 長野県フェンシング協会
168 金築　元喜 かねちく　もとき 島根県立安来高等学校 男性 フルーレ 島根県フェンシング協会
169 岸　貴範 きし　たかのり 明治大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
170 北島　慎也 きたじま　しんや 慶應義塾大学 男性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
171 北村　透海 きたむら　とうかい 法政大学第二高等学校 男性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
172 斉藤　大輔 さいとう　だいすけ 東京フェンシングスクール 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
173 西藤　俊哉 さいとう　としや 法政大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
174 阪野　弘和 さかの　ひろかず 警視庁 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
175 敷根　章裕 しきね　あきひろ 法政大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
176 菅原　康平 すがわら　こうへい 中央大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
177 鈴村　健太 すずむら　けんた 法政大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
178 瀬藤　久司 せとう　ひさし 近畿大学 男性 フルーレ 大阪府フェンシング協会
179 薗田　嶺太 そのだ　れいた 専修大学 男性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
180 髙木　大夢 たかぎ　ひろむ 福島県立川俣高等学校 男性 フルーレ 福島県フェンシング協会
181 高杉　有吾 たかすぎ　ゆうご 香川県立高松北高等学校 男性 フルーレ 香川県フェンシング協会
182 高橋　恋 たかはし　れん 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
183 田代　勇太 たしろ　ゆうた 福島県 男性 フルーレ 福島県フェンシング協会
184 田中　健人 たなか　けんと 慶應義塾大学 男性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
185 田辺　空我 たなべ　くうが 富山県立富山西高等学校 男性 フルーレ 富山県フェンシング協会
186 谷口　敦彦 たにぐち　あつひこ 京都産業大学 男性 フルーレ 京都府フェンシング協会
187 勅使河原　明日架 てしがわら　あすか はしまモア 男性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
188 冨田　優作 とみだ　ゆうさく 岐阜県立大垣南高等学校 男性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
189 長島　徳幸 ながしま　のりゆき 警視庁 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
190 永野　雄大 ながの　ゆうだい 中央大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
191 難波　憲士郎 なんば　けんしろう 岡山県 男性 フルーレ 岡山県フェンシング協会
192 西口　泰嵩 にしぐち　やすたか 和北ジュニアクラブ 男性 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
193 新田　啓人 にった　ひろと 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
194 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学 男性 フルーレ 京都府フェンシング協会
195 根橋　大空 ねばし　たかあき 長野県箕輪進修高等学校 男性 フルーレ 長野県フェンシング協会
196 野口　凌平 のぐち　りょうへい 法政大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
197 原野　隼輔 はらの　しゅんすけ 大阪市立大学 男性 フルーレ 大阪府フェンシング協会
198 ビューワーニック　ダグラス びゅーわーにっく　だぐらす 松山城南高等学校 男性 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
199 平沼　真悟 ひらぬま　しんご 関西学院大学 男性 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
200 藤倉　類 ふじくら　るい 法政大学第二高等学校 男性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
201 藤野　大樹 ふじの　だいき DENSO岩手 男性 フルーレ 岩手県フェンシング協会
202 船本　誠志郎 ふなもと　せいしろう NEXUS plum 男性 フルーレ 群馬県フェンシング協会
203 舩本　宗一郎 ふなもと　そういちろう 日本大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
204 堀部　聖太 ほりべ　しょうた 岩国ジュニアフェンシングクラブ 男性 フルーレ 山口県フェンシング協会
205 松渕　真平 まつぶち　しんぺい 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 フルーレ 秋田県フェンシング協会
206 松村　侑馬 まつむら　ゆうま 中央大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
207 松本　拓也 まつもと　たくや 香川クラブ 男性 フルーレ 香川県フェンシング協会
208 松山　恭助 まつやま　きょうすけ 早稲田大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
209 松山　大助 まつやま　だいすけ 早稲田大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
210 溝口　晴也 みぞぐち　はるや 岐阜県立大垣南高等学校 男性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
211 道脇　啓太 みちわき　けいた 明治大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
212 三宅　諒 みやけ　りょう フェンシングステージ 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
213 宮崎　泰我 みやざき　たいが 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 フルーレ 秋田県フェンシング協会



214 村上　拳 むらかみ　けん 宮城県気仙沼高等学校 男性 フルーレ 宮城県フェンシング協会
215 村上　仁紀 むらかみ　さとき あおぞら病院 男性 フルーレ 大分県フェンシング協会
216 村元　友大 むらもと　ゆうだい 明治大学 男性 フルーレ 東京都フェンシング協会
217 新井　ひより あらい　ひより 法政大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
218 内田　樹里 うちだ　じゅり 島根県立安来高等学校 女性 エペ 島根県フェンシング協会
219 浦　祥子 うら　しょうこ 青山クラブ 女性 エペ 東京都フェンシング協会
220 大石　栞菜 おおいし　かんな 山九株式会社 女性 エペ 東京都フェンシング協会
221 大木　晴香 おおき　はるか 京都大学 女性 エペ 京都府フェンシング協会
222 大北　美来 おおきた　みらい 関西学院大学 女性 エペ 兵庫県フェンシング協会
223 大橋　里衣 おおはし　りえ 株式会社なとり 女性 エペ 東京都フェンシング協会
224 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
225 荻原　幸那 おぎわら　ゆきな 専修大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
226 小田　しほり おだ　しほり 朝日大学 女性 エペ 岐阜県フェンシング協会
227 小野寺　虹 おのでら　にじ 埼玉県立与野高等学校 女性 エペ 埼玉県フェンシング協会
228 尾矢　二千花 おや　にちか 中京大学附属中京高等学校 女性 エペ 愛知県フェンシング協会
229 加藤　有倭香 かとう　あいか 中京大学 女性 エペ 愛知県フェンシング協会
230 加藤　早絵 かとう　さえ 立命館大学 女性 エペ 京都府フェンシング協会
231 金氣　愛華 かねき　まなか 鹿児島高等学校 女性 エペ 鹿児島県フェンシング協会
232 川口　智恵美 かわぐち　ちえみ 鳥取県 女性 エペ 鳥取県フェンシング協会
233 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
234 川戸　真紀 かわと　まき 神戸クラブ 女性 エペ 兵庫県フェンシング協会
235 木下　天 きのした　てん 浅草フェンシングクラブ 女性 エペ 東京都フェンシング協会
236 黒木　夢 くろき　ゆめ 株式会社タマディック 女性 エペ 東京都フェンシング協会
237 黒須　成美 くろす　なるみ 東海東京証券株式会社 女性 エペ 茨城県フェンシング協会
238 桑田　晴香 くわた　はるか 関西学院大学 女性 エペ 兵庫県フェンシング協会
239 桑名　知可子 くわな　ちかこ 東京女子体育大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
240 古俣　潮里 こまた　しおり 明治大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
241 駒場　みなみ こまば　みなみ 早稲田大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
242 雑賀　由起 さいか　ゆき 和歌山クラブ 女性 エペ 和歌山県フェンシング協会
243 才藤　歩夢 さいとう　あゆむ 早稲田大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
244 齋藤　華南 さいとう　はな 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 エペ 秋田県フェンシング協会
245 佐藤　琴美 さとう　ことみ 岩手県立一関第二高等学校 女性 エペ 岩手県フェンシング協会
246 色摩　美朝 しかま　みのり 関西学院大学 女性 エペ 兵庫県フェンシング協会
247 島田　舜希 しまだ　みつき 東京女子体育大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
248 島津　玲奈 しまづ　れな 自衛隊体育学校 女性 エペ 埼玉県フェンシング協会
249 白石　絵里 しらいし　えり 日本大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
250 高塚　悠希子 たかつか　ゆきこ 学習院大学木曜会 女性 エペ 東京都フェンシング協会
251 高橋　伊吹 たかはし　いぶき 中京大学 女性 エペ 愛知県フェンシング協会
252 高橋　栄利佳 たかはし　えりか プラチナフェンシングチーム 女性 エペ 埼玉県フェンシング協会
253 高橋　里衣 たかはし　りえ 岐阜県立大垣養老高等学校 女性 エペ 岐阜県フェンシング協会
254 武田　江梨花 たけだ　えりか 東京ＹＭＣＡ 女性 エペ 東京都フェンシング協会
255 谷口　美優 たにぐち　みゆ 福井県立武生商業高等学校 女性 エペ 福井県フェンシング協会
256 寺山　珠樹 てらやま　たまき 京都府立乙訓高等学校 女性 エペ 京都府フェンシング協会
257 徳島　沙恵 とくしま　さえ 福井県立武生商業高等学校 女性 エペ 福井県フェンシング協会
258 登坂　梨乃 とさか　りの 日本大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
259 永井　杏奈 ながい　あんな 至学館高等学校 女性 エペ 愛知県フェンシング協会
260 長井　朋佳 ながい　ともか 香川県立三本松高等学校 女性 エペ 香川県フェンシング協会
261 中村　真琴 なかむら　まこと 板橋フェンシングクラブ 女性 エペ 東京都フェンシング協会
262 成田　琉夏 なりた　るか 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 エペ 秋田県フェンシング協会
263 西久保　夏実 にしくぼ　なつみ 慶應義塾大学 女性 エペ 神奈川県フェンシング協会
264 盧　承延 の　すんよん 日本フェンシング研究会 女性 エペ 東京都フェンシング協会
265 橋本　早貴 はしもと　さき 東京農業大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
266 蓮井　陽菜 はすい　ひな 香川県立高松北高等学校 女性 エペ 香川県フェンシング協会
267 秦　真衣子 はた　まいこ 香川県立高松北高等学校 女性 エペ 香川県フェンシング協会
268 馬場　晴菜 ばば　はるな 日本大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
269 原田　紗希 はらだ　さき 慶應義塾女子高等学校 女性 エペ 東京都フェンシング協会
270 堀川　こず恵 ほりかわ　こずえ 福井クラブ 女性 エペ 福井県フェンシング協会
271 前田　友菜 まえだ　ゆうな 法政大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
272 村上　久美 むらかみ　くみ 法政大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
273 村上　奈津希 むらかみ　なつき 関西学院大学 女性 エペ 兵庫県フェンシング協会
274 森　陽奈子 もり　ひなこ 大分豊府中学校 女性 エペ 大分県フェンシング協会
275 森岡　美帆 もりおか　みほ 城北信用金庫 女性 エペ 東京都フェンシング協会
276 山下　遥乃 やました　はるの 福岡県立玄界高等学校 女性 エペ 福岡県フェンシング協会
277 山田　あゆみ やまだ　あゆみ 城北信用金庫 女性 エペ 東京都フェンシング協会
278 山田　遥香 やまだ　はるか 京都大学 女性 エペ 京都府フェンシング協会
279 山田　瑞樹 やまだ　みずき 専修大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
280 山本　有沙 やまもと　ありさ YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 女性 エペ 山口県フェンシング協会
281 横井　七恵 よこい　ななえ 大阪シティ信用金庫 女性 エペ 大阪府フェンシング協会
282 横手　左起子 よこて　さきこ 福岡フェンサーズ 女性 エペ 福岡県フェンシング協会
283 吉松　琳果 よしまつ　りんか 日本大学 女性 エペ 東京都フェンシング協会
284 吉村　美穂 よしむら　みほ 同志社大学 女性 エペ 京都府フェンシング協会
285 渡部　有未 わたなべ　あみ 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 エペ 山形県フェンシング協会



286 青木　千佳 あおき　ちか ＮＥＸＵＳ 女性 サーブル 群馬県フェンシング協会
287 浅海　裕子 あさみ　ゆうこ 山口クラブ 女性 サーブル 山口県フェンシング協会
288 安部　詩織 あべ　しおり 同志社大学 女性 サーブル 京都府フェンシング協会
289 井塚　千晶 いつか　ちあき 島根県立安来高等学校 女性 サーブル 島根県フェンシング協会
290 稲野邉　南 いなのべ　みなみ 大原学園高等学校 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
291 植田　萌佳 うえだ　もえか 兵庫県立星陵高等学校 女性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
292 植村　咲香 うえむら　さきか 香川県立三本松高等学校 女性 サーブル 香川県フェンシング協会
293 浦野　夏菜 うらの　かな 警視庁 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
294 江村　美咲 えむら　みさき 中央大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
295 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校 女性 サーブル 群馬県フェンシング協会
296 奥野　聖菜 おくの　せいな 石川県立金沢西高等学校 女性 サーブル 石川県フェンシング協会
297 小栗　千紗絵 おぐり　ちさえ 岐阜クラブ 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
298 尾﨑　由依 おざき　ゆい 和東クラブ 女性 サーブル 和歌山県フェンシング協会
299 尾里　雪葉 おざと　ゆきは 福岡県立福岡魁誠高等学校 女性 サーブル 福岡県フェンシング協会
300 加藤　怜 かとう　れい 岩手県立北上翔南高等学校 女性 サーブル 岩手県フェンシング協会
301 狩野　菜々子 かのう　ななこ 日本体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
302 川島　瑞月 かわしま　みづき 騎士の会 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
303 川満　千乃 かわみつ　ゆきの 岐阜クラブ 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
304 菅野　桃子 かんの　とうこ 福島県立川俣高等学校 女性 サーブル 福島県フェンシング協会
305 菅野　真木 かんの　まき 関西学院大学 女性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
306 木村　毬乃 きむら　まりの 株式会社　スポーツプラス 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
307 木村　結 きむら　ゆい 早稲田大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
308 櫛橋　茉由 くしはし　まゆ 京都クラブ 女性 サーブル 京都府フェンシング協会
309 熊久保　友乙 くまくぼ　ゆき 学習院大学木曜会 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
310 熊澤　理久 くまざわ　りく 青森県立黒石高等学校 女性 サーブル 青森県フェンシング協会
311 黒田　ほのか くろだ　ほのか 香川県立三本松高等学校 女性 サーブル 香川県フェンシング協会
312 小林　かなえ こばやし　かなえ 東京女子体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
313 齋藤　里羅子 さいとう　りらこ 早稲田大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
314 酒井　さゆり さかい　さゆり 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 サーブル 秋田県フェンシング協会
315 酒井　舞亜 さかい　まいあ 日本大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
316 佐々木　陽菜 ささき　はるな 早稲田大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
317 佐々木　光 ささき　ひかり 朝日大学 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
318 佐々木　優芙 ささき　ゆう 関西学院大学 女性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
319 佐野　佑衣 さの　ゆい 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
320 佐林　優 さばやし　ゆう 慶應義塾大学 女性 サーブル 神奈川県フェンシング協会
321 鹿野　莉華子 しかの　りかこ 埼玉栄高等学校 女性 サーブル 埼玉県フェンシング協会
322 鈴木　日真莉 すずき　ひまり 福井県立武生商業高等学校 女性 サーブル 福井県フェンシング協会
323 髙木　杏菜 たかぎ　あんな 日本体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
324 高嶋　理紗 たかしま　りさ 法政大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
325 高橋　伊吹 たかはし　いぶき 中京大学 女性 サーブル 愛知県フェンシング協会
326 滝澤　麻未 たきざわ　まみ セントラル　スポーツ　 女性 サーブル 神奈川県フェンシング協会
327 竹田　悠里 たけだ　ゆうり 東京ガーデンフェンシングクラブ 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
328 田﨑　愛 たざき　あい 秋田県立秋田北鷹高等学校 女性 サーブル 秋田県フェンシング協会
329 田﨑　里花子 たざき　りかこ 東京女子体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
330 田中　彩花 たなか　あやか 関西学院大学 女性 サーブル 兵庫県フェンシング協会
331 月野　敬子 つきの　きょうこ 帝京高等学校 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
332 徳田　朱里 とくだ　あかり 専修大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
333 中田　陽七理 なかた　ひなり 和歌山県立和歌山東高等学校 女性 サーブル 和歌山県フェンシング協会
334 西川　有紀 にしかわ　ゆき 大阪シティ信用金庫 女性 サーブル 大阪府フェンシング協会
335 服部　妃冬未 はっとり　ひとみ 法政大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
336 林　秋香 はやし　あきか 日本大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
337 林　真由 はやし　まゆ 東京女子体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
338 原　朋子 はら　ともこ 富山県立水橋高等学校 女性 サーブル 富山県フェンシング協会
339 肥後　亜美 ひご　あみ 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
340 檜谷　幸 ひのきだに　さき 日本大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
341 福島　史帆実 ふくしま　しほみ 法政大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
342 福島　涼香 ふくしま　すずか 慶應義塾大学 女性 サーブル 神奈川県フェンシング協会
343 福本　かな ふくもと　かな 愛媛クラブ 女性 サーブル 愛媛県フェンシング協会
344 藤木　妙咲 ふじき　みさき 千葉県立松戸高等学校 女性 サーブル 千葉県フェンシング協会
345 藤山　はな ふじやま　はな 山口クラブ 女性 サーブル 山口県フェンシング協会
346 松尾　美都希 まつお　みつき 日本女子体育大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
347 間宮　菜奈未 まみや　ななみ 岐阜県立岐阜各務野高等学校 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
348 水野　佳奈 みずの　かな 埼玉クラブ 女性 サーブル 埼玉県フェンシング協会
349 向井　晴香 むかい　はるか 朝日大学 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
350 山内　今日香 やまうち　きょうか 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
351 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校 女性 サーブル 香川県フェンシング協会
352 山下　りりか やました　りりか 立命館大学 女性 サーブル 京都府フェンシング協会
353 山田　ほのか やまだ　ほのか 豊田大谷高等学校 女性 サーブル 愛知県フェンシング協会
354 矢幡　侑菜 やわた　ゆきな 朝日大学 女性 サーブル 岐阜県フェンシング協会
355 脇田　樹魅 わきた　じゅみ ＪＯＣエリートアカデミー 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
356 和田　佳奈 わだ　かな 法政大学 女性 サーブル 東京都フェンシング協会
357 東　晟良 あずま　せら 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 フルーレ 和歌山県フェンシング協会



358 東　佑夏 あずま　ゆうか 京都きっず 女性 フルーレ 京都府フェンシング協会
359 東　莉央 あずま　りお 日本体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
360 安部　夏帆 あべ　なつほ 秋田市役所 女性 フルーレ 秋田県フェンシング協会
361 阿部　広美 あべ　ひろみ 警視庁 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
362 泉澤　カンナ いずみさわ　かんな 専修大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
363 伊東　彩子 いとう　あやこ 日本体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
364 伊藤　真希 いとう　まき 日本大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
365 伊藤　理那 いとう　りな 法政大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
366 上野　優佳 うえの　ゆうか 大分県立別府翔青高等学校 女性 フルーレ 大分県フェンシング協会
367 梅津　春香 うめつ　はるか 法政大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
368 遠藤　里菜 えんどう　りな 早稲田大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
369 黄田　佳倫 おうた　かりん 法政大学第二高等学校 女性 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
370 緒方　実奈海 おがた　みなみ 法政大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
371 岡部　麻衣 おかべ　まい 日本大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
372 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
373 柏原　美歩 かしわばら　みほ 山口県立熊毛南高等学校 女性 フルーレ 山口県フェンシング協会
374 狩野　央梨沙 かの　ありさ 常盤木学園高等学校 女性 フルーレ 宮城県フェンシング協会
375 川満　千乃 かわみつ　ゆきの 岐阜クラブ 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
376 川村　理紗 かわむら　りさ 岐阜クラブ 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
377 菊池　小巻 きくち　こまき 専修大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
378 岸川　莉紗 きしかわ　りさ 佐賀県立佐賀商業高等学校 女性 フルーレ 佐賀県フェンシング協会
379 久良知　美帆 くらち　みほ 城北信用金庫 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
380 坂井　真子 さかい　まこ 東亜学園高等学校 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
381 佐藤　志帆 さとう　しほ 関西学院大学 女性 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
382 設樂　ゆひな したら　ゆひな 高崎商科大学附属高等学校 女性 フルーレ 群馬県フェンシング協会
383 仙葉　楓佳 せんば　ふうか 早稲田大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
384 髙田　真帆 たかだ　まほ 法政大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
385 髙橋　沙也花 たかはし　さやか 東京ガーデンフェンシングクラブ 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
386 高橋　風子 たかはし　ふうこ 秋田市役所 女性 フルーレ 秋田県フェンシング協会
387 高橋　美由紀 たかはし　みゆき 福島県 女性 フルーレ 福島県フェンシング協会
388 高原　真央 たかはら　まお 福井県 女性 フルーレ 福井県フェンシング協会
389 田口　莉帆 たぐち　りほ 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 フルーレ 秋田県フェンシング協会
390 竹澤　志緒里 たけざわ　しおり 京都きっず 女性 フルーレ 京都府フェンシング協会
391 竹中　誉稀 たけなか　ほまれ 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
392 竹中　稚葉 たけなか　わかば 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
393 伊達　京 だて　みやこ 埼玉栄高等学校 女性 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
394 種田　悠希 たねだ　ゆうき 愛媛県立三島高等学校 女性 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
395 田村　佳奈恵 たむら　かなえ 関西学院大学 女性 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
396 千葉　朱夏 ちば　あかね 早稲田大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
397 千葉　穂波 ちば　ほなみ 一関フェンシングスポーツ少年団 女性 フルーレ 岩手県フェンシング協会
398 辻　すみれ つじ　すみれ 岐阜クラブ 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
399 手水　利奈 てみず　りな 開新高等学校 女性 フルーレ 熊本県フェンシング協会
400 永野　菜津子 ながの　なつこ 水戸女子高等学校 女性 フルーレ 茨城県フェンシング協会
401 中屋　暁 なかや　あき 日本大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
402 中山　三沙希 なかやま　みさき 朝日大学 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
403 西岡　詩穂 にしおか　しほ 警視庁 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
404 西岡　真穂 にしおか　まほ 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
405 西田　弥生 にしだ　やよい 大阪シティ信用金庫 女性 フルーレ 大阪府フェンシング協会
406 登尾　早奈 のぼりお　さな 早稲田大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
407 橋本　結 はしもと　ゆい 大分県立大分豊府高等学校 女性 フルーレ 大分県フェンシング協会
408 馬場　絢子 ばば　あやこ 日吉クラブ 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
409 巾下　可蓮 はばした　かれん 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
410 巾下　栞奈 はばした　かんな 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
411 林　祐未 はやし　ゆみ 岐阜県立羽島北高等学校 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
412 原　朋子 はら　ともこ 富山県立水橋高等学校 女性 フルーレ 富山県フェンシング協会
413 藤木　妙咲 ふじき　みさき 千葉県立松戸高等学校 女性 フルーレ 千葉県フェンシング協会
414 藤山　雪恵 ふじやま　ゆきえ 山口クラブ 女性 フルーレ 山口県フェンシング協会
415 松尾　美都希 まつお　みつき 日本女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
416 真所　美莉 まどころ　みり 三菱東京UFJ銀行 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
417 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな 早稲田大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
418 宮脇　花綸 みやわき　かりん 慶應義塾大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
419 村上　万里亜 むらかみ　まりあ 愛媛県立三島高等学校 女性 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
420 森　千絢 もり　ちひろ 日本大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
421 森　美奈子 もり　みなこ 熊本県立翔陽高等学校 女性 フルーレ 熊本県フェンシング協会
422 森多　舞 もりた　まい 岩国ジュニアフェンシングクラブ 女性 フルーレ 山口県フェンシング協会
423 矢ヶ部　みずほ やかべ　みずほ 朝日大学 女性 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
424 柳岡　はるか やなおか　はるか 全日本空輸株式会社 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
425 山口　萌々 やまぐち　もも 富山県立富山西高等学校 女性 フルーレ 富山県フェンシング協会
426 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校 女性 フルーレ 香川県フェンシング協会
427 山本　明日香 やまもと　あすか 東京女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
428 柚ノ木　裕生 ゆのき　ゆき 東京女子体育大学 女性 フルーレ 東京都フェンシング協会
429 吉澤　千恵 よしざわ　ちえ 群馬県 女性 フルーレ 群馬県フェンシング協会


