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小学男子５・６年男子フルーレ選手名簿 小学男子５・６年男子フルーレ選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

1 伴　駿輝 enfantdesoleil 101 才木　秀太 富山パレスフェンシングクラブ

2 田中　拓進 isco fencing club 102 高野　兼斗 富山パレスフェンシングクラブ

3 岡田　渉 IWATAFENCINGCLUB 103 酒井　一十 富山パレスフェンシングクラブ

4 清水　成琉 ＪＶ体育教室 104 西村　健也 富山パレスフェンシングクラブ

5 加藤　琉亜 Kiri.Jr.フェンシングチーム 105 酒井　千一 富山パレスフェンシングクラブ

6 鈴木　哲矢 NEXUS FENCING CLUB 106 酒井　琢武 武生ＪＦＣ

7 小笠原　心 RITZ　FENCING　ACADEMY 107 川﨑　正也 武生ＪＦＣ

8 髙澤　遼成 RITZ　FENCING　ACADEMY 108 皆川　久響 福島市フェンシングクラブ

9 前田　迅理 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 109 野川　裕太 米沢市フェンシングスポーツ少年団

10 鈴木　悠斗 アプルス 110 田畑　孝賢 米沢市フェンシングスポーツ少年団

11 田中　陸 アレフェンシングチーム 111 髙橋　春翔 本吉フェンシングクラブ

12 川村　龍紅 かみのかわフェンシングクラブ 112 奥井　咲之祐 名電ジュニアフェンシングクラブ

13 小林　聖夜 かみのかわフェンシングクラブ 113 北川　獅旺 養老FC

14 小野　佑嘉 ジュニアフェンシング大分 114 上野山　竜二郎 和歌山エスクリムズ

15 久士目　翼 ジュニアフェンシング大分 115 東　生悟 和歌山エスクリムズ

16 謝　卓航 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 115名

17 河本　雄大 トゥッティフェンシングクラブ

18 加藤　生純 はしまモア 第5回全国小学生大会

19 岩附　湊士 はしまモア 小学５・６年男子エペ選手名簿

20 田内　颯斗 はしまモア 氏名 所属

21 安東　恭助 フェンシングステージ 1 鈴木　哲矢 NEXUS FENCING CLUB

22 中尾　豪太 みなとフェンシングクラブ 2 鎌滝　孔大 おおたスポーツアカデミー

23 池田　晟悠 横浜フェンサーズクラブ 3 茂木　文壱 おおたスポーツアカデミー

24 安井　朱雀 柿の木台スケルマ 4 川村　龍紅 かみのかわフェンシングクラブ

25 小久保　匠人 柿の木台スケルマ 5 竹田　虎之助 サマディフェンシング倶楽部

26 猪本　翔太郎 岩国ジュニアフェンシングクラブ 6 難波　周 トゥッティフェンシングクラブ

27 岡　怜樹 岩国ジュニアフェンシングクラブ 7 後藤　彩斗 宇都宮フェンシングクラブ

28 宮井　彬成 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 8 安井　朱雀 柿の木台スケルマ

29 前田　竜成 京都きっず 9 黒田　菜生 関西国際学園

30 村上　日陽 京都フューチャーフェンシングクラブ 10 中野　煌理 関西国際学園

31 床嶋　桔平 京都フューチャーフェンシングクラブ 11 村上　日陽 京都フューチャーフェンシングクラブ

32 和田　泰成 京都フューチャーフェンシングクラブ 12 吉本　孝志 香川ジュニアフェンシングクラブ

33 尾西　桃汰 京都フューチャーフェンシングクラブ 13 清水　瑠七 高岡古城FC

34 村島　一希 京都フューチャーフェンシングクラブ 14 服部　大峻 高岡古城FC

35 今村　凜太郎 熊本ジュニアクラブ 15 中町　謙太 高岡古城FC

36 樅木　翔瑠 光ヶ丘フェンシングクラブ 16 浅海　結哉 埼玉エスクリム

37 福島　暖大 光ヶ丘フェンシングクラブ 17 宮﨑　陸翔 埼玉エスクリム

38 後藤　正人 香川ジュニアフェンシングクラブ 18 高橋　賢徳 埼玉エスクリム

39 吉本　孝志 香川ジュニアフェンシングクラブ 19 田尾　康介 三田フェンシングクラブ

40 福島　滉成 香川ジュニアフェンシングクラブ 20 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ

41 猶明　慶多 高岡古城FC 21 夏井　優 秋田市ジュニアフェンサーズ

42 清水　瑠七 高岡古城FC 22 金井　惺 沼田フェンシングクラブ

43 廣上　遥大 高岡古城FC 23 長嶋　庵織 沼田フェンシングクラブ

44 中町　謙太 高岡古城FC 24 志賀　世怜 沼田フェンシングクラブ

45 小松　数須馬 佐賀ジュニアクラブ 25 和田　大世 川俣町フェンシングスポーツ少年団

46 田代　凉 佐賀ジュニアクラブ 26 石山　慶将 大穴フェンシングクラブ

47 岩永　陸椰 佐賀ジュニアクラブ 27 中浦　秀哲 大阪読売千里クラブ

48 浅海　結哉 埼玉エスクリム 28 白男川　瞬 大阪読売千里クラブ

49 宮﨑　陸翔 埼玉エスクリム 29 佐久間　慎乃輔 中央大学クレセント

50 阿部　磨郁 札幌クラブ 30 埋橋　匠 長野ジュニアＦＣ

51 河野　碩資 三田フェンシングクラブ 31 松本　康雅 東京フェンシングスクール

52 田尾　康介 三田フェンシングクラブ 32 下林　玄弥 東郷フェンシングクラブ

53 武村　阿虎 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 33 土屋　総一郎 農大常磐松ジュニアフェンシングクラブ

54 羽田　光洋 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 34 高野　兼斗 富山パレスフェンシングクラブ

55 二宮　遼仁 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 35 酒井　一十 富山パレスフェンシングクラブ

56 本庄　連武 秋田県南ＦＣ 36 田畑　孝賢 米沢市フェンシングスポーツ少年団

57 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ 37 髙橋　春翔 本吉フェンシングクラブ

58 津谷　龍星 秋田市ジュニアフェンサーズ 37名

59 夏井　優 秋田市ジュニアフェンサーズ

60 佐々木　徹平 秋田市ジュニアフェンサーズ

61 斉藤　綾汰 秋田市ジュニアフェンサーズ 第5回全国小学生大会

62 松本　将輝 小金井フェンシングクラブ 小学５・６年男子サーブル選手名簿

63 加藤　大慈 沼津フェンシングクラブ 氏名 所属

64 佐野　直太朗 沼津フェンシングクラブ 1 堀江　光啓 BDP NFC

65 金井　惺 沼田フェンシングクラブ 2 清水　成琉 ＪＶ体育教室

66 木榑　隆詩 沼田フェンシングクラブ 3 谷合　隼人 ＪＶ体育教室

67 志賀　世怜 沼田フェンシングクラブ 4 ペイン　ルーク NEXUS FENCING CLUB

68 古川　晴大 新潟ジュニアフェンシングクラブ 5 カラス　琉泉 SEISA

69 榎本　絃人 青山クラブ 6 田丸　広 SEISA

70 日比　亮太朗 青山クラブ 7 トゥルヒーン　ミハイル SEISA

71 横山　靖尚 青森市フェンシングクラブ 8 渡辺　耀仁 おおたスポーツアカデミー

72 長谷川　暉 青森市フェンシングクラブ 9 小野　佑嘉 ジュニアフェンシング大分

73 三浦　楓陽 青森市フェンシングクラブ 10 石田　海翔 フェンシングステージ

74 角　柊太郎 石川ジュニアフェンシングクラブ 11 安東　恭助 フェンシングステージ

75 水野　凜 石川ジュニアフェンシングクラブ 12 宮井　彬成 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

76 和田　大世 川俣町フェンシングスポーツ少年団 13 尾西　桃汰 京都フューチャーフェンシングクラブ

77 佐藤　柊吾 川俣町フェンシングスポーツ少年団 14 福島　暖大 光ヶ丘フェンシングクラブ

78 吉田　京雅 大垣クラブ 15 阿部　磨郁 札幌クラブ

79 渡辺　陽斗 大垣クラブ 16 河野　碩資 三田フェンシングクラブ

80 石山　慶将 大穴フェンシングクラブ 17 津谷　龍星 秋田市ジュニアフェンサーズ

81 中浦　秀哲 大阪読売千里クラブ 18 木榑　隆詩 沼田フェンシングクラブ

82 小野　凌駕 大阪読売千里クラブ 19 榎本　絃人 青山クラブ

83 白男川　瞬 大阪読売千里クラブ 20 日比　亮太朗 青山クラブ

84 中野　考基 大阪読売千里クラブ 21 本間　陽向 川俣町フェンシングスポーツ少年団

85 山本　真士 大阪読売千里クラブ 22 佐藤　柊吾 川俣町フェンシングスポーツ少年団

86 佐久間　慎乃輔 中央大学クレセント 23 吉田　京雅 大垣クラブ

87 佐藤　仁哉 長野ジュニアＦＣ 24 村田　煌冴 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

88 登内　絢心 長野ジュニアＦＣ 25 田中　遼大 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

89 埋橋　匠 長野ジュニアＦＣ 26 小久保　有唯 鳥羽フェンシングクラブ

90 小久保　有唯 鳥羽フェンシングクラブ 27 川添　蒼空 津フェンシングクラブ

91 村田　煌冴 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 28 才木　秀太 富山パレスフェンシングクラブ

92 田中　遼大 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 29 西村　健也 富山パレスフェンシングクラブ

93 神田　伸盛 津・みえFC 30 酒井　千一 富山パレスフェンシングクラブ

94 松嶋　泰成 津・みえFC 31 皆川　久響 福島市フェンシングクラブ

95 伊藤　成希 東京ガーデンフェンシングクラブ 32 奥井　咲之祐 名電ジュニアフェンシングクラブ

96 堀江　真嵩 東京フェンシングスクール 32名

97 松本　康雅 東京フェンシングスクール

98 太田　旬哉 東郷フェンシングクラブ

99 長澤　陸来 南箕輪わくわくクラブ

100 茂木　順 八王子フェンシングクラブ


