
2019年度上杉大会（フェンシング競技）参加者名簿
県 校名 競技種別 男女 氏名

1 宮城 仙台フェンシングクラブ ベンジャミン 男 岡本　壱佳
2 福島 川俣町フェンシングスポーツ少年団 ベンジャミン 男 佐藤　康平
3 福島 川俣町フェンシングスポーツ少年団 ベンジャミン 男 髙木　健成
4 福島 川俣町フェンシングスポーツ少年団 ベンジャミン 男 髙木　康成
5 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 ベンジャミン 男 武田　将英
6 東京 NEXUS FENCING CLUB ベンジャミン 男 田代　圭
7 東京 リッツフェンシングアカデミー ベンジャミン 男 土田　悠人
8 秋田 秋田市ジュニアフェンサーズ ミニム 男 伊藤　煌二郎
9 宮城 仙台フェンシングクラブ ミニム 男 吉澤　光翔

10 福島 川俣町フェンシングスポーツ少年団 ミニム 男 和合　珀翔
11 山形 アプルス ミニム 男 安達　寛悟
12 山形 アプルス ミニム 男 岡﨑　瑛太
13 山形 アプルス ミニム 男 清野　章史
14 山形 アプルス ミニム 男 鈴木　悠斗
15 山形 アプルス ミニム 男 大石　遼瑛
16 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 ミニム 男 田畑　孝賢
17 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 ミニム 男 野川　裕太
18 埼玉 立教新座中学 ミニム 男 河原　資起
19 宮城 仙台フェンシングクラブ カデ 男 中田　奈津樹
20 宮城 仙台フェンシングクラブ カデ 男 中田　大喜
21 宮城 仙台フェンシングクラブ カデ 男 須田　晄平
22 福島 福島県フェンシング協会 カデ 男 廣瀬　歩
23 福島 福島県フェンシング協会 カデ 男 髙木　夢生
24 山形 アプルス カデ 男 佐々木　勇真
25 山形 アプルス カデ 男 清野　崇史
26 山形 アプルス カデ 男 加藤　義晶
27 山形 高畠高校 カデ 男 蜂屋　拓磨
28 山形 山形東高校 カデ 男 伊藤　昌太
29 山形 山本学園高校 カデ 男 武田　優太
30 山形 米沢興譲館高校 カデ 男 峯田　大空
31 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 岡村　怜音
32 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 佐藤　禅
33 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 新宮　凛久
34 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 渡部　利紀
35 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 櫻井　優仁
36 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 カデ 男 八巻　旭陽
37 山形 米沢中央高校 カデ 男 村田　一公
38 山形 米沢中央高校 カデ 男 遠藤　暦
39 栃木 栃木スポーツネット カデ 男 鹿間　琉来
40 栃木 栃木スポーツネット カデ 男 栃木　舜也
41 東京 トゥッティフェンシングクラブ カデ 男 松田　彪雅
42 三重 鳥羽フェンシングクラブ カデ 男 江崎　蒼一朗
43 三重 鳥羽フェンシングクラブ カデ 男 木下　太陽
44 兵庫 関西国際学園 カデ 男 吉原　煌亜
45 宮城 仙台フェンシングクラブ ジュニア 男 楊　佳逸
46 宮城 仙台フェンシングクラブ ジュニア 男 買　天雨
47 宮城 仙台高校 ジュニア 男 横山　雄介
48 秋田 秋田北鷹高校 ジュニア 男 大塚　昂輝
49 秋田 秋田北鷹高校 ジュニア 男 菅原　佑人
50 秋田 秋田北鷹高校 ジュニア 男 髙田　恭成
51 宮城 仙台高校 ジュニア 男 坂本　雄理
52 宮城 仙台高校 ジュニア 男 蒲生　恭平
53 宮城 仙台高校 ジュニア 男 石川　碧人
54 宮城 仙台高校 ジュニア 男 粟嶋　飛鳥
55 福島 福島商業高校 ジュニア 男 鴫原　愛義人
56 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 男 本間　英太
57 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 男 齋藤　駿
58 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 男 馬場　貴之
59 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 男 高橋　智
60 山形 高畠高校 ジュニア 男 青柳　雄大
61 山形 山形東高校 ジュニア 男 佐野　隆人
62 山形 山形東高校 ジュニア 男 大場　翔太
63 山形 山形東高校 ジュニア 男 成澤　琉希
64 山形 米沢興譲館高校 ジュニア 男 大西　ひかる
65 福岡 玄界高校 ジュニア 男 村山　貴亮
66 秋田 秋田北鷹高校 一般 男 大塚　昂輝
67 秋田 秋田北鷹高校 一般 男 菅原　佑人
68 秋田 秋田北鷹高校 一般 男 髙田　恭成
69 宮城 東北学院大学 一般 男 安　優人
70 福島 福島県フェンシング協会 一般 男 本間　英太
71 山形 山形中央高校 一般 男 滝口　峽
72 山形 山形東高校 一般 男 相原　怜音
73 山形 山形東高校 一般 男 國井　亮都
74 山形 山形東高校 一般 男 山口　湧也
75 山形 山形東高校 一般 男 吉田　和生



76 山形 山形東高校 一般 男 伊藤　慶紀
77 山形 山形東高校 一般 男 齊藤　丈
78 山形 山形東高校 一般 男 早坂　拓能
79 山形 山形東高校 一般 男 中村　俊介
80 山形 米沢興譲館高校 一般 男 大西　ひかる
81 山形 米沢興譲館高校 一般 男 峯田　大空
82 山形 米沢市フェンシングスポーツ少年団 一般 男 渡部　利紀
83 山形 米沢中央高校 一般 男 村田　一公
84 山形 米沢中央高校 一般 男 遠藤　暦
85 東京 トゥッティフェンシングクラブ 一般 男 松田　彪雅
86 兵庫 関西国際学園 一般 男 吉原　煌亜
87 栃木 栃木スポーツネット ベンジャミン 女 粕谷　優月
88 東京 NEXUS FENCING CLUB ベンジャミン 女 田代　ゆう
89 東京 東京フェンシングスクール ベンジャミン 女 白石　瑠花
90 福島 福島県フェンシング協会 カデ 女 菅野　鈴
91 宮城 宮城県フェンシング協会 カデ 女 馬場　菜月
92 宮城 宮城県フェンシング協会 カデ 女 阿部　佑美
93 宮城 鼎フェンシングクラブ カデ 女 萩野谷南帆子
94 三重 鳥羽フェンシングクラブ カデ 女 那須　杏里
95 三重 鳥羽フェンシングクラブ カデ 女 南　　愛
96 三重 津みえFC カデ 女 新田　穂乃香
97 山形 山形商業高校 カデ 女 原田　奈乃羽
98 山形 米沢興譲館高校 カデ 女 平　明星
99 兵庫 関西国際学園 カデ 女 吉原　亜琉

100 秋田 二ツ井高校 ジュニア 女 佐々木　美海
101 宮城 仙台フェンシングクラブ ジュニア 女 今野　杏咲
102 宮城 仙台高校 ジュニア 女 幸田　真依
103 宮城 仙台高校 ジュニア 女 鷲　奈希亜
104 宮城 仙台高校 ジュニア 女 木村　天音
105 宮城 仙台高校 ジュニア 女 金澤　凜
106 宮城 仙台高校 ジュニア 女 皆川　莉穂
107 宮城 仙台高校 ジュニア 女 梁嶋　恵水
108 宮城 仙台高校 ジュニア 女 佐藤　和華
109 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 女 菅野　瑠菜
110 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 女 川里　蘭
111 福島 福島県フェンシング協会 ジュニア 女 佐藤　美幸
112 山形 高畠高校 ジュニア 女 池田　乙葉
113 山形 高畠高校 ジュニア 女 渋谷　麻音
114 山形 山形東高校 ジュニア 女 新野　まどか
115 山形 山形東高校 ジュニア 女 伊東　凜
116 山形 米沢興譲館高校 ジュニア 女 我妻　彩菜
117 山形 米沢興譲館高校 ジュニア 女 佐藤ひまわり
118 山形 米沢興譲館高校 ジュニア 女 島崎　茜
119 秋田 二ツ井高校 一般 女 佐々木　美海
120 宮城 東北学院大学 一般 女 八巻　史緒理
121 福島 福島クラブ 一般 女 斎藤　亜美
122 山形 米沢興譲館高校 一般 女 我妻　彩菜
123 山形 米沢興譲館高校 一般 女 佐藤ひまわり
124 山形 米沢興譲館高校 一般 女 平　明星
125 山形 米沢興譲館高校 一般 女 島崎　茜
126 兵庫 関西国際学園 一般 女 吉原　亜琉
127 山形 山形県立産業技術短期大学校 ジュニア 男 我妻　朋哉
128 山形 山形県立産業技術短期大学校 一般 男 我妻　朋哉

※申込をしたにも拘らず、名前の記載がない場合は事務局へご連絡ください。


