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小学4年以下男子フルーレ選手名簿 小学4年以下女子フルーレ選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

1 牛村　和史 Kiri.Jr.フェンシングチーム 1 伴　優月 enfantdesoleil
2 幸田　朋優 Kiri.Jr.フェンシングチーム 2 土澤　悠月 NPO法人栃木スポーツネット
3 田代　圭 NEXUS FENCING CLUB 3 栃木　緋奈 NPO法人栃木スポーツネット
4 平本　理志 RITZ　FENCING　ACADEMY 4 栃木　結奈 NPO法人栃木スポーツネット
5 土田　悠人 RITZ　FENCING　ACADEMY 5 河村　萌生 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
6 高橋　由宇 RITZ　FENCING　ACADEMY 6 古市　颯希 アレフェンシングチーム

7 衛藤　主税 ジュニアフェンシング大分 7 小野塚　生 いわきフェンシングスポーツ少年団

8 牧　大愛 ジュニアフェンシング大分 8 瓜生　夏々 ジュニアフェンシング大分

9 松田　悠源 トゥッティフェンシングクラブ 9 石川　愛瑚 ジュニアフェンシング大分

10 田中　秀之介 トゥッティフェンシングクラブ 10 羽石　祐丹 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）

11 浅間　皇輝 トゥッティフェンシングクラブ 11 後藤　結衣 はしまモア

12 加藤　良成 はしまモア 12 石黒　莉愛 はしまモア

13 石原　健成 はしまモア 13 山田　椛暖 はしまモア

14 田中　悠貴 フェンシングステージ 14 石田　聖奈 フェンシングステージ

15 山口　悠月 フェンシングステージ 15 申　愛梨 ワセダクラブ

16 田中　瑛大 フェンシングステージ 16 平田　うみ 横浜フェンサーズクラブ

17 井下田　ノア一輝 フェンシングステージ 17 岩佐　葵 河内ＪＦＣ

18 畠山　海威 フェンシングステージ 18 菊池　舞衣 河内ＪＦＣ

19 曽根　邦盛 レ・フレール愛媛 19 出村　彩葉 河内ＪＦＣ

20 羽田　怜広 ワセダクラブ 20 川村　ゆら 柿の木台スケルマ

21 前田　将志 ワセダクラブ 21 田中　桔京 関西国際学園

22 川野　豪太 横浜フェンサーズクラブ 22 臼井　莉紗 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

23 山﨑　健吾 河内ＪＦＣ 23 樅木　花奈 光ヶ丘フェンシングクラブ

24 渡辺　裕 河南町フェンシングクラブ 24 山畑　花乃子 香川ジュニアフェンシングクラブ

25 清水　丈敦 柿の木台スケルマ 25 小松　桃子 佐賀ジュニアクラブ

26 石田　英優 柿の木台スケルマ 26 大島　結愛 埼玉エスクリム

27 前田　光希 関西国際学園 27 加藤　もなみ 沼津フェンシングクラブ

28 本岡　瑛翔 関西国際学園 28 佐野　綾音 沼津フェンシングクラブ

29 金子　輝一郎 関西国際学園 29 志賀　結月 沼田フェンシングクラブ

30 濱田　崇詩 関西国際学園 30 井上　雅菜実 沼田フェンシングクラブ

31 猪本　貫志 岩国ジュニアフェンシングクラブ 31 浜田　あい 大穴フェンシングクラブ

32 飯村　要 京都フューチャーフェンシングクラブ 32 軽部　幸乃 東京OHMEフェンシングクラブ
33 橋本　惇太郎 京都フューチャーフェンシングクラブ 33 篠島　果穂 東京OHMEフェンシングクラブ
34 上沢　然 群馬ブリエ 34 白石　瑠花 東京フェンシングスクール

35 奥山　塁 香川ジュニアフェンシングクラブ 35 市村　茉子 東京フェンシングスクール

36 川　巧汰 香川ジュニアフェンシングクラブ 36 宮本　倫 徳島クラブ

37 川　悠汰 香川ジュニアフェンシングクラブ 37 春田　心音 南箕輪わくわくクラブ

38 廣上　瑛士 高岡古城FC 38 長畑　和暖 婦中JFC
39 御供　嵩 高崎クラブ 39 友﨑　世莉 婦中JFC
40 砂山　煌輝 高崎クラブ 40 高野　茉衣 富山パレスフェンシングクラブ

41 藤田　真惺 合川フェンシングクラブ 41 矢部　結愛 武生ＪＦＣ

42 山本　舜樹 埼玉エスクリム 42 岩本　紅那 別府ジュニアフェンシングクラブ

43 佐藤　大地 埼玉エスクリム 43 三輪　楓華 養老FC
44 荒尾　尚麻 札幌クラブ 43名

45 岩崎　悠真 市川ＦＣ

46 鎌田　悠伸 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
47 堀井　東晟 秋田市ジュニアフェンサーズ

48 木村　泰悠 沼津フェンシングクラブ

49 滝澤　彪太 沼田フェンシングクラブ

50 佐伯　真 沼田フェンシングクラブ

51 鈴木　諒 杉並ジュニアＦＴ

52 日浦　維吹 青山クラブ

53 バロウズ　禄 青山クラブ

54 日比　俊太朗 青山クラブ

55 西村　優 青山クラブ

56 畑　雄太 青山クラブ

57 菅家　知大 青山クラブ

58 田代　凌雅 川俣町フェンシングスポーツ少年団

59 今野　翼 川俣町フェンシングスポーツ少年団

60 大澤　与朗 川俣町フェンシングスポーツ少年団

61 米山　怜旺 大垣クラブ

62 牧野　翼 大垣クラブ

63 平墳　葵温 大垣クラブ

64 渡辺　陽成 大垣クラブ

65 田島　健裕 大阪読売千里クラブ

66 遠藤　大雅 長野ジュニアＦＣ

67 原　悠葵 長野ジュニアＦＣ

68 村田　碧翔 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

69 長嶋　翼 津・みえFC
70 中村　明跳 津・みえFC
71 フォレスト　ノア 津フェンシングクラブ

72 三浦　聡介 東京ＹＭＣＡ

73 片岡　耕平 東京ガーデンフェンシングクラブ

74 金刺　慶一郎 東京ガーデンフェンシングクラブ

75 井上　孝午 東京フェンシングスクール

76 比屋根　康大 徳島クラブ

77 原　悠真 南箕輪わくわくクラブ

78 西貝　一茶 日本フェンシング研究会

79 古川　心一朗 婦中JFC
80 丸山　颯大 富山パレスフェンシングクラブ

81 酒井　淳武 武生ＪＦＣ

82 宍戸　世温 福島市フェンシングクラブ

83 岡村　風我 米沢市フェンシングスポーツ少年団

84 田中　千暁 名電ジュニアフェンシングクラブ

85 遠山　竣大 名電ジュニアフェンシングクラブ

85名


