
エイブル Presents 第 71 回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）

選手名簿
男子フルーレ

氏名 ふりがな 所属

1 毛利　純 もうり　あつみ 日本体育大学

2 三宅　諒 みやけ　りょう フェンシングステージ

3 飯村　一輝 いいむら　かずき 龍谷大学付属平安中学校

4 藤倉　類 ふじくら　るい 慶應義塾大学

5 大石　利樹 おおいし　りき 山九株式会社

6 笠原　慎太郎 かさはら　しんたろう 埼玉栄高等学校

7 久保田　椋也 くぼた　りょうや 朝日大学

8 尾川　世我 おがわ　せが 朝日大学

9 石井　魁 いしい　かい 中央大学

10 上野　優斗 うえの　ゆうと 中央大学

11 冨田　優作 とみだ　ゆうさく 中央大学

12 永野　雄大 ながの　ゆうだい 中央大学

13 菅原　康平 すがわら　こうへい 中央大学

14 松村　侑馬 まつむら　ゆうま 中央大学

15 榎本　芽玖 えのもと　がく 中央大学

16 五十畑　輝 いそはた　ひかる 中央大学

17 敷根　章裕 しきね　あきひろ 法政大学

18 野口　凌平 のぐち　りょうへい 法政大学

19 西藤　俊哉 さいとう　としや 法政大学

20 敷根　崇裕 しきね　たかひろ 法政大学

21 鈴村　健太 すずむら　けんた 法政大学

22 岩田　圭介 いわた　けいすけ 法政大学

23 北村　透海 きたむら　とうかい 法政大学

24 橋本　祥英 はしもと　しょうえい 立教新座中学校

25 岸　貴範 きし　たかのり 明治大学

26 村元　友大 むらもと　ゆうだい 明治大学

27 松山　恭助 まつやま　きょうすけ 早稲田大学

28 高杉　有吾 たかすぎ　ゆうご 香川県立高松北高等学校

29 舩本　宗一郎 ふなもと　そういちろう 日本大学

30 伊藤　大輝 いとう　ひろき 日本大学

31 伊藤　拓真 いとう　たくま 日本大学

32 松渕　真平 まつぶち　しんぺい 日本大学

33 井川　晃暉 いがわ　こうき 日本大学

34 四元　澪 よつもと　れい 日本大学

35 原田　神魁 はらだ　じんかい 愛知工業大学

36 薗田　嶺太 そのだ　れいた 専修大学

37 隅岡　元気 すみおか　もとき 新田高等学校

38 山口　改 やまぐち　あらた 山口徹グループ(和歌山県)

39 安部　慶輝 あべ　よしき 拓殖大学

40 市川　恭也 いちかわ　きょうや 警視庁

41 阪野　弘和 さかの　ひろかず 警視庁

42 長島　徳幸 ながしま　のりゆき 警視庁

43 ビューワーニック　ダグラス びゅーわーにっく　だぐらす SEISA

44 成田　航也 なりた　こうや 秋田県立秋田北鷹高等学校

45 相内　大地 あいうち　だいち 青森県立青森北高等学校今別校舎

46 馬場　俊輔 ばば　しゅんすけ 岐阜県立大垣南高等学校

47 溝口　晴也 みぞぐち　はるや 岐阜県立大垣南高等学校

48 池畑　亮太朗 いけはた　りょうたろう 三重クラブ

49 川村　京太 かわむら　きょうた 東亜学園高等学校

50 佐野　航琉 さの　わたる 富山県立富山西高等学校

51 船本　誠志郎 ふなもと　せいしろう NEXUS plum

52 伊藤　真 いとう　まこと NEXUS plum

53 中村　太郎 なかむら　たろう 大分県立大分豊府高等学校

54 檜垣　純堅 ひがき　よしたか 松山ジュニアフェンシングクラブ

55 石村　隆之介 いしむら　りゅうのすけ 山口県立岩国工業高等学校

56 堀部　聖太 ほりべ　しょうた 山口県立岩国工業高等学校

57 川端　優太 かわばた　ゆうた 福井県立武生商業高等学校

58 ジュリアン　ガッツチョーク じゅりあん　がっつちょーく セントメリーズ　インターナショナルスクール

59 淡路　卓 あわじ　すぐる 仙台城南高等学校

60 藤澤　将匡 ふじさわ　しょうま 仙台城南高等学校

61 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

62 田辺　空我 たなべ　くうが 富山県立富山西高等学校

63 渡辺　大介 わたなべ　だいすけ 島根クラブ

64 柏崎　瑞仁 かしわざき　あやひと 青森県立田名部高等学校

65 村上　拳 むらかみ　けん 宮城県気仙沼高等学校

66 佐野　多加文 さの　たかふみ 和歌山クラブ

67 新田　啓人 にった　ひろと 和歌山クラブ

68 林　祥蓮 はやし　しょうれん 鹿児島高等学校

69 藤野　大樹 ふじの　だいき DENSO岩手

70 道脇　啓太 みちわき　けいた 熊本クラブ

71 岩下　琢哉 いわした　たくや 熊本クラブ

72 鬼澤　大真 おにざわ　だいま ＯＦＳ
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選手名簿
男子エペ

氏名 ふりがな 所属

1 堀内　信吾 ほりうち　しんご 奈良クラブ

2 松本　龍 まつもと　りゅう 東京都立王子総合高等学校

3 神宮司　真矢 じんぐうし　まや 鹿児島県立鹿児島南高等学校

4 谷口　琢弥 たにぐち　たくや 鹿児島クラブ

5 齋藤　憲司 さいとう　けんじ 専修大学

6 傅　志平 ふ　ずぴん 福岡フェンサーズ

7 小坂　貞治 こさか　さだはる 神戸クラブ

8 山本　翔磨 やまもと　しょうま 神戸クラブ

9 佐々木　優人 ささき　ゆうと 日本体育大学

10 古田　育男 ふるた　いくお 日本体育大学

11 中島　恒 なかじま　こう 慶應義塾高等学校

12 坂本　圭右 さかもと　けいすけ 自衛隊体育学校

13 伊藤　心 いとう　いのち 自衛隊体育学校

14 山田　優 やまだ　まさる 自衛隊体育学校

15 田村　昌之 たむら　まさゆき 慶應義塾大学

16 平野　裕也 ひらの　ゆうや 慶應義塾大学

17 村上　仁紀 むらかみ　さとき あおぞら病院

18 小田　康平 おだ　こうへい 朝日大学

19 柳岡　真人 やなおか　まさと SEISA

20 篠原　瑞公 しのはら　みずき 同志社大学

21 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学

22 田尻　航大 たじり　こうだい 中央大学

23 石井　一希 いしい　かずき 中央大学

24 栗栖　怜央 くりす　れお 中央大学

25 古俣　聖 こまた　あきら 中央大学

26 山田　森太郎 やまだ　しんたろう 中央大学

27 塩原　智輝 しおはら　ともき 法政大学

28 川北　信海 かわきた　しんかい 法政大学

29 村山　健太郎 むらやま　けんたろう 法政大学

30 沢村　拓哉 さわむら　たくや 法政大学

31 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

32 大谷　謙介 おおや　けんすけ 山口県立岩国工業高等学校

33 吉田　優希 よしだ　ゆうき 東京農業大学

34 田村　恵一朗 たむら　けいいちろう 東京農業大学

35 金田　和樹 かねだ　かずき 東京農業大学

36 荒尾　尚之 あらお　なおゆき 北海道クラブ

37 毛利　凌乙 もうり　りく 明治大学

38 坂藤　秀昌 さかとう　ひでまさ 三田フェンシングクラブ

39 名和　寛文 なわ　ひろふみ 大垣共立銀行

40 小野　真英 おの　まさひで 早稲田大学

41 加納　虹輝 かのう　こうき 早稲田大学

42 安　雅人 やす　まさと 早稲田大学

43 増田　陽人 ますだ　よひと 早稲田大学

44 金髙　大乘 かねたか　たいじょう 香川県立高松北高等学校

45 河西　遼太 かさい　りょうた 長野クラブ

46 西　晃成 にし　こうせい 専修大学

47 萩原　宏樹 はぎわら　ひろき 宇都宮フェンシングクラブ

48 武井　琉晟 たけい　りゅうせい 栃木県立栃木商業高等学校

49 川瀬　紳吾 かわせ　しんご 関西学院大学

50 柏　大樹 かしわ　だいき 関西学院大学

51 井上　誉聡 いのうえ　たかとみ 愛知工業大学名電高等学校

52 見延　和靖 みのべ　かずやす ＮＥＸＵＳ

53 元木　真介 もとき　しんすけ MFC

54 佐藤　武揚 さとう　たけあき 秋田県立秋田北鷹高等学校

55 宇山　賢 うやま　さとる 三菱電機株式会社

56 石井　崇明 いしい　たかあき 吉祥寺クラブ

57 伊藤　貴斗 いとう　たかと 岐阜県立大垣南高等学校

58 木澤　聡志 きざわ　さとし 関西大学

59 中村　豪 なかむら　ごう 千葉クラブ

60 持田　彰久 もちだ　あきひさ 大分県立津久見高等学校

61 武田　仁 たけだ　じん 千葉クラブ

62 坪井　瞭 つぼい　りょう 京都産業大学

63 石原　雄平 いしはら　ゆうへい 島根クラブ

64 笠原　崇弘 かさはら　たかひろ 新潟クラブ

65 京極　光志 きょうごく　こうし 栃木県立宇都宮南高等学校

66 井上　陽太郎 いのうえ　ようたろう 京都クラブ

67 前田　雄亮 まえだ　ゆうすけ 香川クラブ

68 澤田　晃希 さわだ　こうき 青森県フェンシング協会

69 戸田　顕崇 とだ　あきたか 戸田顕崇グループ(山形県)

70 藤長　和也 ふじなが　かずや 香川クラブ

71 佐々木　瞭 ささき　りょう 新潟クラブ

72 粟野　修平 あわの　しゅうへい 宮城クラブ

73 坂　俊甫 さか　しゅんすけ 三井物産株式会社
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選手名簿
男子サーブル

氏名 ふりがな 所属

1 永田　航 ながた　こう 鹿児島県立鹿児島南高等学校

2 村岡　聡丞 むらおか　さとし 日本体育大学

3 大橋　亮介 おおはし　りょうすけ 日本体育大学

4 若月　航矢 わかつき　こうや 日本体育大学

5 木下　秀信 きのした　ひでのぶ 慶應義塾高等学校

6 杉本　隆大 すぎもと　たかひろ 日本大学豊山高等学校

7 木村　友哉 きむら　ともや 日本大学豊山高等学校

8 窪田　開 くぼた　かい 慶應義塾大学

9 小村　諒 こむら　りょう 慶應義塾大学

10 江村　凌平 えむら　りょうへい 埼玉栄高等学校

11 水上　映斗 みずかみ　えいと 埼玉栄高等学校

12 山　直崇 やま　なおたか 朝日大学

13 野村　涼 のむら　りょう 中央大学

14 渡邊　裕斗 わたなべ　ゆうと 中央大学

15 小松崎　資 こまつざき　たすく 中央大学

16 山北　格也 やまきた　かくや 中央大学

17 松本　純也 まつもと　じゅんや 群馬県立沼田高等学校

18 石井　豪 いしい　ごう HKFC(日田玖珠フェンシングクラブ)

19 横尾　知浩 よこお　ともひろ 法政大学

20 柳　嘉亮 りゅう　かりゃん 法政大学

21 星野　剣斗 ほしの　けんと ＮＥＸＵＳ

22 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

23 成田　武永 なりた　たけのり 青森明の星高等学校

24 平山　裕汰 ひらやま　ゆうた 福島県立川俣高等学校

25 小岩　聖那 こいわ　せいな 岩手県立一関第二高等学校

26 後藤　駿弥 ごとう　としや 大垣共立銀行

27 武山　達 たけやま　とおる 早稲田大学

28 茂木　雄大 もてぎ　ゆうだい 早稲田大学

29 高木　良輔 たかぎ　りょうすけ 早稲田大学

30 青木　貴雅 あおき　たかまさ 早稲田大学

31 張眞　龍太 はりま　りゅうた 福井クラブ

32 金子　健司 かねこ　けんじ 日本大学

33 青路　恒幸 あおじ　つねゆき 日本大学

34 清水　紀宏 しみず　のりひろ 日本大学

35 稲垣　武人 いながき　たけと 日本大学

36 松永　健吾 まつなが　けんご 日本大学

37 淺野　裕暉 あさの　ひろき 日本大学

38 島田　翔大 しまだ　しょうた 愛知工業大学

39 南　大地 みなみ　だいち 愛知工業大学

40 森　晧己 もり　こうき 愛知工業大学

41 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

42 松村　尚輝 まつむら　なおき 香川県立三本松高等学校

43 川田　崇暉 かわだ　そうき 香川県立三本松高等学校

44 吉田　多聞 よしだ　たもん ＪＯＣエリートアカデミー

45 坪　颯登 つぼ　はやと ＪＯＣエリートアカデミー

46 森多　諒 もりた　りょう 柳井学園高等学校

47 宮﨑　孝司郎 みやざき　こうしろう 福岡県フェンシング協会

48 ストリーツ　海飛 すとりーつ　かいと 鹿児島クラブ

49 谷下　尚弥 たにした　なおや 福井県立武生高等学校

50 小久保　遥斗 こくぼ　はると 三重県立鳥羽高等学校

51 島村　智博 しまむら　ともひろ 警視庁

52 吉田　健人 よしだ　けんと 警視庁

53 今井　康友 いまい　やすとも 警視庁

54 白井　寛夢 しらい　ひろむ 警視庁

55 服部　龍太郎 はっとり　りゅうたろう 関西学院大学

56 安藤　光平 あんどう　こうへい Ａ

57 新井　弘太 あらい　こうた Ａ

58 加藤　颯人 かとう　はやと 岐阜県立羽島北高等学校

59 福島　大和 ふくしま　やまと 長野クラブ

60 森　翔一 もり　しょういち 桜門剣友会

61 尾矢　陽太 おや　さんた 愛知工業大学名電高等学校

62 加藤　響 かとう　ひびき 愛知工業大学名電高等学校

63 宮﨑　悠伸 みやざき　ゆうしん 愛媛県立三島高等学校

64 松重　宗一郎 まつしげ　そういちろう 防衛大学校

65 向竹　淳 むかたけ　あつし ノーリツ

66 馬場　正浩 ばば　まさひろ ノーリツ

67 坪本　能幸 つぼもと　たかゆき 清風高等学校

68 平野　賢人 ひらの　けんと 石川県立金沢西高等学校

69 齊藤　丈 さいとう　じょう 山形県立山形東高等学校

70 佐々木　聖 ささき　せい 島根クラブ

71 永松　泰樹 ながまつ　たいき 長崎県立長崎工業高等学校

72 山本　涼平 やまもと　りょうへい 鳥取クラブ
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選手名簿
女子フルーレ

氏名 ふりがな 所属

1 宮脇　花綸 みやわき　かりん 慶應義塾大学

2 佐野　佑衣 さの　ゆい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

3 山田　ひなた やまだ　ひなた 中京大学Ｊｒ．

4 東　莉央 あずま　りお 日本体育大学

5 伊達　京 だて　みやこ 日本体育大学

6 東　晟良 あずま　せら 日本体育大学

7 柳岡　はるか やなおか　はるか 全日本空輸株式会社

8 曽根　寿々佳 そね　すずか レ・フレール愛媛

9 田口　莉帆 たぐち　りほ 聖霊女子短期大学付属高等学校

10 土佐　千乃 とさ　ゆきの 聖霊女子短期大学付属高等学校

11 齋藤　利莉 さいとう　りり 埼玉栄高等学校

12 久良知　美帆 くらち　みほ 城北信用金庫

13 中山　三沙希 なかやま　みさき 朝日大学

14 矢ヶ部　みずほ やかべ　みずほ 朝日大学

15 辻　すみれ つじ　すみれ 朝日大学

16 西岡　真穂 にしおか　まほ 日本女子体育大学

17 松崎　麻美 まつさき　あさみ 日本女子体育大学

18 竹中　誉稀 たけなか　ほまれ 日本女子体育大学

19 竹中　稚葉 たけなか　わかば 日本女子体育大学

20 巾下　可蓮 はばした　かれん 日本女子体育大学

21 吉崎　沙織 よしざき　さおり 日本女子体育大学

22 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学

23 松尾　美都希 まつお　みつき 日本女子体育大学

24 緒方　実奈海 おがた　みなみ 法政大学

25 梅津　春香 うめつ　はるか 法政大学

26 髙田　真帆 たかだ　まほ 法政大学

27 永野　菜津子 ながの　なつこ 水戸女子高等学校

28 狩野　愛巳 かの　みなみ 早稲田大学

29 遠藤　里菜 えんどう　りな 早稲田大学

30 仙葉　楓佳 せんば　ふうか 早稲田大学

31 千葉　朱夏 ちば　あかね 早稲田大学

32 登尾　早奈 のぼりお　さな 早稲田大学

33 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな 早稲田大学

34 高原　真央 たかはら　まお 早稲田大学

35 伊藤　真希 いとう　まき 日本大学

36 森　千絢 もり　ちひろ 日本大学

37 中屋　暁 なかや　あき 日本大学

38 手水　利奈 てみず　りな 日本大学

39 菊池　小巻 きくち　こまき 専修大学

40 坂井　真子 さかい　まこ 専修大学

41 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校

42 重藤　美紀 しげとう　みき RITZ　FENCING　ACADEMY

43 千葉　穂波 ちば　ほなみ 一関フェンシングスポーツ少年団

44 西岡　詩穂 にしおか　しほ 警視庁

45 阿部　広美 あべ　ひろみ 警視庁

46 上野　優佳 うえの　ゆうか SEISA

47 泉澤　カンナ いずみさわ　かんな 専修大学

48 原田　莉紗子 はらだ　りさこ 日本女子大学附属高等学校

49 登尾　奈友 のぼりお　なゆ 愛媛県立三島高等学校

50 東　佑夏 あずま　ゆうか 京都府立乙訓高等学校

51 竹澤　志緒里 たけざわ　しおり 京都府立乙訓高等学校

52 中出　陽愛 なかで　ひより はしまモア

53 長瀬　凛乃 ながせ　りの はしまモア

54 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校

55 髙橋　沙也花 たかはし　さやか 東亜学園高等学校

56 森多　舞 もりた　まい 山口県立岩国工業高等学校

57 中島　穂乃香 なかじま　ほのか 福井県立武生商業高等学校

58 谷口　美優 たにぐち　みゆ 福井県立武生商業高等学校

59 岩本　鈴菜 いわもと　れいな 和北ジュニアクラブ

60 巾下　栞奈 はばした　かんな 和歌山県立和歌山北高等学校

61 宮下　水稀 みやした　みずき 長野県伊那北高等学校

62 高橋　風子 たかはし　ふうこ 秋田市役所

63 田中　歩 たなか　あゆみ 広島クラブ

64 藤山　はな ふじやま　はな 山口クラブ

65 狩野　央梨沙 かの　ありさ 常盤木学園高等学校

66 野口　珠里有 のぐち　じゅりあ 東京フェンシングスクール

67 九野　桃佳 くの　ももか 和歌山クラブ

68 岡田　花鈴 おかだ　かりん 大分県立別府翔青高等学校

69 吉澤　千恵 よしざわ　ちえ 群馬クラブ

70 細野　麗 ほその　れい ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝﾌｪﾝｼﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ(DFA）

71 森　美奈子 もり　みなこ 熊本クラブ

72 真所　美莉 まどころ　みり 株式会社 三菱UFJ銀行

73 佐藤　莉心 さとう　りこ 山形県立米沢東高等学校
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選手名簿
女子エペ

氏名 ふりがな 所属

1 山田　里衣 やまだ　りえ 株式会社なとり

2 横手　佐起子 よこて　さきこ 福岡フェンサーズ

3 中村　真琴 なかむら　まこと 板橋フェンシングクラブ

4 近藤　真帆 こんどう　まほ 神戸クラブ

5 千葉　圭 ちば　けい 至学館高等学校

6 川口　実来 かわぐち　みき 神戸野田高等学校

7 原田　紗希 はらだ　さき 慶應義塾女子高等学校

8 水野　佳音 みずの　かの 東京女子体育大学

9 脇　成実 わき　なるみ 慶應義塾大学

10 成田　琉夏 なりた　るか 聖霊女子短期大学付属高等学校

11 大石　栞菜 おおいし　かんな 山九株式会社

12 山田　あゆみ やまだ　あゆみ 城北信用金庫

13 佐藤　萌笑 さとう　もえみ 朝日大学

14 石榑　麗 いしぐれ　うらら 朝日大学

15 黒木　夢 くろき　ゆめ 株式会社タマディック

16 齋藤　華南 さいとう　はな 秋田市立秋田商業高等学校

17 高橋　栄利佳 たかはし　えりか 埼玉県立与野高等学校

18 竹中　稚葉 たけなか　わかば 日本女子体育大学

19 吉村　美穂 よしむら　みほ 同志社大学

20 富永　恵美 とみなが　えみ 法政大学

21 新井　ひより あらい　ひより 法政大学

22 加藤　有倭香 かとう　あいか 中京大学

23 小田　みはる おだ　みはる 中京大学

24 尾矢　二千花 おや　にちか 中京大学

25 徳島　沙恵 とくしま　さえ 中京大学

26 菅野　瑠菜 かんの　るな 福島県立川俣高等学校

27 佐藤　琴美 さとう　ことみ 岩手県立一関第二高等学校

28 森本　菜月 もりもと　なつき 明治大学

29 佐藤　希望 さとう　のぞみ 大垣共立銀行

30 才藤　歩夢 さいとう　あゆむ 早稲田大学

31 澤浦　美玖 さわうら　みく 早稲田大学

32 駒場　みなみ こまば　みなみ 早稲田大学

33 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな 早稲田大学

34 鈴木　穂波 すずき　ほなみ 株式会社エスクリ

35 蓮井　陽菜 はすい　ひな 香川県立高松北高等学校

36 市ヶ谷　愛 いちがたに　あい 香川県立高松北高等学校

37 登坂　梨乃 とさか　りの 日本大学

38 馬場　晴菜 ばば　はるな 日本大学

39 河瀬　珠恵 かわせ　たまえ 日本大学

40 金氣　愛華 かねき　まなか 日本大学

41 篠原　春花 しのはら　はるか 長野クラブ

42 古俣　潮里 こまた　しおり 株式会社本間組

43 古田　彩稀 ふるた　さき 大阪シティ信用金庫

44 中村　優里 なかむら　ゆり 成立学園高等学校

45 濱松　里紗 はままつ　りさ 埼玉クラブ

46 小野　瑞葵 おの　みずき 埼玉クラブ

47 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学

48 長井　朋佳 ながい　ともか 香川県立三本松高等学校

49 竹山　柚葉 たけやま　ゆずは 大阪読売千里クラブ

50 久末　汐里 ひさすえ　しおり 慶應義塾大学

51 寺山　珠樹 てらやま　たまき 京都府立乙訓高等学校

52 丸山　さくら まるやま　さくら 東京都立王子総合高等学校

53 村上　奈津希 むらかみ　なつき 関西学院大学

54 岩同　ひまわり いわどう　ひまわり 関西学院大学

55 色摩　美朝 しかま　みのり 関西学院大学

56 稲山　友梨 いなやま　ゆり SEISA

57 伊藤　凛 いとう　りん 島根県立安来高等学校

58 須田　真衣 すだ　まい 仙台フェンシングクラブ

59 中出　陽愛 なかで　ひより はしまモア

60 平井　美羽 ひらい　みう 富山県立水橋高等学校

61 森　陽奈子 もり　ひなこ 大分県立大分豊府高等学校

62 盧　承延 の　すんよん 日本フェンシング研究会

63 田中　那海 たなか　なみ 島根県立安来高等学校

64 城山　真乃 しろやま　まの 青森県立田名部高等学校

65 陸川　麻琴 りくかわ　まこと 千葉県立柏陵高等学校

66 今村　未羽 いまむら　みう 鹿児島高等学校

67 土田　綾音 つちだ　あやね 石川県立野々市明倫高等学校

68 小笠原　彩乃 おがさわら　あやの 東北学院大学

69 伊東　千尋 いとう　ちひろ 岡山クラブ

70 黒須　成美 くろす　なるみ 東海東京証券株式会社
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選手名簿
女子サーブル

氏名 ふりがな 所属

1 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

2 梅北　愛斐 うめきた　めい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

3 佐野　佑衣 さの　ゆい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

4 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

5 尾﨑　世梨 おざき　せり 鹿児島県立鹿児島南高等学校

6 木村　毬乃 きむら　まりの 株式会社なとり

7 尾里　雪葉 おざと　ゆきは 日本体育大学

8 中島　友香 なかじま　ゆか 国立神戸大学附属中等教育学校

9 石橋　幸貴 いしばし　さき 仙台市立仙台高等学校

10 西岡　瞳 にしおか　ひとみ 小林聖心女子学院中学校

11 谷山　鈴々花 たにやま　すずか 東京女子体育大学

12 加藤　玲衣 かとう　れい 東京女子体育大学

13 小林　かなえ こばやし　かなえ 東京女子体育大学

14 田﨑　里花子 たざき　りかこ 東京女子体育大学

15 福島　涼香 ふくしま　すずか 慶應義塾大学

16 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

17 佐藤　めるしい さとう　めるしい 聖霊女子短期大学付属高等学校

18 鹿野　莉華子 しかの　りかこ 埼玉栄高等学校

19 櫛橋　茉由 くしはし　まゆ 京都クラブ

20 小崎　流菜 こさき　るな 朝日大学

21 向井　晴香 むかい　はるか 朝日大学

22 山下　さや香 やました　さやか 朝日大学

23 山村　直緖 やまむら　なお 朝日大学

24 矢幡　侑菜 やわた　ゆきな 朝日大学

25 内藤　光玲 ないとう　みれい 埼玉栄高等学校

26 中島　香保 なかじま　かほ 中島洋美グループ(兵庫県)

27 脇田　樹魅 わきた　じゅみ 日本女子体育大学

28 植村　咲香 うえむら　さきか 同志社大学

29 山下　りりか やました　りりか 立命館大学

30 鈴木　未菜実 すずき　みなみ 立命館大学

31 雨田　由香 あめだ　ゆか 中央大学

32 向江　彩伽 むかえ　あやか 中央大学

33 江村　美咲 えむら　みさき 中央大学

34 山田　夢羽未 やまだ　ゆうみ 静岡県立沼津西高等学校

35 高嶋　理紗 たかしま　りさ 法政大学

36 和田　佳奈 わだ　かな 法政大学

37 稲野邉　南 いなのべ　みなみ 法政大学

38 菊地　花帆 きくち　かほ 東京都立王子総合高等学校

39 味岡　祐奈 あじおか　ゆうな 株式会社アクトス

40 佐々木　陽菜 ささき　はるな 早稲田大学

41 齋藤　里羅子 さいとう　りらこ 早稲田大学

42 檜谷　幸 ひのきだに　さき 日本大学

43 林　秋香 はやし　あきか 日本大学

44 安田　早希 やすだ　さき 日本大学

45 山根　真矢 やまね　まや 日本大学

46 笠　沙彩 りゅう　さあや 日本大学

47 徳田　朱里 とくだ　あかり 専修大学

48 佐藤　萌美 さとう　もえみ 専修大学

49 黒田　ほのか くろだ　ほのか 香川県立三本松高等学校

50 水口　智恵 みずぐち　ともえ 香川県立三本松高等学校

51 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校

52 月野　敬子 つきの　きょうこ 帝京高等学校

53 平林　七奈子 ひらばやし　ななこ 稲付中学校

54 菊地　美香 きくち　みか 警視庁

55 浦野　夏菜 うらの　かな 警視庁

56 田中　彩花 たなか　あやか 関西学院大学

57 田村　紀佳 たむら　のりか 旭興業株式会社

58 福島　史帆実 ふくしま　しほみ 株式会社セプテーニ・ホールディングス

59 福島　亜澄 ふくしま　あずみ 長野クラブ

60 青木　千佳 あおき　ちか ＮＥＸＵＳ

61 川島　瑞月 かわしま　みづき 騎士の会

62 福本　かな ふくもと　かな 愛媛クラブ

63 小栗　千紗絵 おぐり　ちさえ 岐阜クラブ

64 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校

65 松崎　有由莉 まつざき　あゆり 富山県立水橋高等学校

66 小林　真弓 こばやし　まゆみ くすのきクラブ

67 新野　まどか にいの　まどか 山形県立山形東高等学校

68 藤山　はな ふじやま　はな 山口クラブ

69 浅海　裕子 あさみ　ゆうこ 山口クラブ

70 小松　桜子 こまつ　さくら 石川県立野々市明倫高等学校

71 川満　千乃 かわみつ　ゆきの 岐阜クラブ

72 石井　遥 いしい　はるか 岡山クラブ

73 西森　佳穂 にしもり　かほ 舟山佳穂グループ(山形県)


