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５・６年女子フルーレ選手名簿 小学５・６年女子エペ選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

1 杉江　莉々香 Kiri.Jr.フェンシングチーム 1 粕谷　優月 NPO法人栃木スポーツネット
2 粕谷　優月 NPO法人栃木スポーツネット 2 大高　姫菜 SEISA
3 手塚　琴音 アプルス 3 中野　恵里 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
4 岡田　風花 ジュニアフェンシング大分 4 広重　昭美 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
5 西山　花桜 ジュニアフェンシング大分 5 竹重　咲晴 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
6 石川　愛珠 ジュニアフェンシング大分 6 西山　花桜 ジュニアフェンシング大分

7 中原　和花 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 7 石川　愛珠 ジュニアフェンシング大分

8 竹田　あかり はしまモア 8 中原　和花 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）

9 髙橋　ひなた はしまモア 9 竹田　あかり はしまモア

10 加藤　璃紗 はしまモア 10 早川　碧莉 ワセダクラブ

11 髙橋　ののか はしまモア 11 髙橋　絢華 ワセダクラブ

12 杉山　妃埜 はしまモア 12 加藤　優花 ワセダクラブ

13 陳　星托雅 みなとフェンシングクラブ 13 西田　馨子 関西国際学園

14 岩橘　英莉花 ワセダクラブ 14 三輪　うらら 関西国際学園

15 早川　碧莉 ワセダクラブ 15 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ

16 外山　菫 ワセダクラブ 16 田中　うの 京都フューチャーフェンシングクラブ

17 髙橋　絢華 ワセダクラブ 17 李　盈錫 熊本ヤングフェンシングクラブ

18 小林　そら 河内ＪＦＣ 18 谷村　星奈 広瀬町フェンシングクラブ

19 渡辺 　文珂 河南町フェンシングクラブ 19 砂山　青葉 高崎クラブ

20 西田　馨子 関西国際学園 20 太田　捺 根室クラブ

21 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ 21 佐藤　ひな子 埼玉クラブ

22 橋本　美玲 騎士の会 22 土佐　優奈 秋田市ジュニアフェンサーズ

23 清水　菜乃 京都きっず 23 成田　和叶 秋田市ジュニアフェンサーズ

24 中地　穂果 京都きっず 24 湯田　夏音色 秋田市ジュニアフェンサーズ

25 水戸　彩那 京都きっず 25 並木　胡桃 沼田フェンシングクラブ

26 今井　くるみ 京都きっず 26 井上　江利菜 沼田フェンシングクラブ

27 今村　文音 京都きっず 27 上遠野　あかり 川俣町フェンシングスポーツ少年団

28 後藤　千夏 京都きっず 28 宍戸　しえら 福島市フェンシングクラブ

29 田中　うの 京都フューチャーフェンシングクラブ 28名

30 西村　光結 熊本ジュニアクラブ

31 李　盈錫 熊本ヤングフェンシングクラブ

32 高橋　梨桜 光ヶ丘フェンシングクラブ 第5回全国小学生大会

33 谷村　星奈 広瀬町フェンシングクラブ 小学５・６年女子サーブル選手名簿

34 市ケ谷　奈々 香川ジュニアフェンシングクラブ 氏名 所属

35 高木　優希 香川ジュニアフェンシングクラブ 1 鈴木　輝愛 BDP NFC
36 上田　梛智 高岡古城FC 2 中島　加鈴 Kiri.Jr.フェンシングチーム
37 砂山　青葉 高崎クラブ 3 イ　サシャ　ユンス SEISA
38 藤田　美海 合川フェンシングクラブ 4 高田　美帆 SEISA
39 西川　日湖 佐賀ジュニアクラブ 5 イサベラ　ホウン　 SEISA
40 佐藤　ひな子 埼玉クラブ 6 髙橋　ひなた はしまモア

41 畑中　七葉 滋賀ジュニアフェンシングクラブ 7 石川　素愛 愛媛フェンシングクラブ

42 萱島　朝香 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 8 大岡　詩苑 愛媛フェンシングクラブ

43 桐木平　乃愛 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 9 西岡　郁花 愛媛フェンシングクラブ

44 齋藤　香都 秋田市ジュニアフェンサーズ 10 高橋　梨桜 光ヶ丘フェンシングクラブ

45 長岡　こころ 秋田市ジュニアフェンサーズ 11 市ケ谷　奈々 香川ジュニアフェンシングクラブ

46 堀井　珠花 秋田市ジュニアフェンサーズ 12 高木　優希 香川ジュニアフェンシングクラブ

47 佐藤　穂花 秋田市ジュニアフェンサーズ 13 吉田　真央 秋田市ジュニアフェンサーズ

48 土佐　優奈 秋田市ジュニアフェンサーズ 14 加藤　里菜 沼田フェンシングクラブ

49 成田　和叶 秋田市ジュニアフェンサーズ 15 成田　愛奈 青森ジュニアクラブ

50 湯田　夏音色 秋田市ジュニアフェンサーズ 16 池田　有未 徳島クラブ

51 勝又　康心 沼津フェンシングクラブ 17 前田　凛々子 富山パレスフェンシングクラブ

52 木村　莉緒 沼津フェンシングクラブ 18 孫　櫻珊 福岡県フェンシング協会

53 宮垣　わこ 沼津フェンシングクラブ 18名

54 並木　胡桃 沼田フェンシングクラブ

55 井上　江利菜 沼田フェンシングクラブ

56 成田　愛奈 青森ジュニアクラブ

57 國枝　永七水 大垣クラブ

58 米山　心絆 大垣クラブ

59 八木　友紀乃 大穴フェンシングクラブ

60 保科　幸那 長野ジュニアＦＣ

61 有賀　姫夏 長野ジュニアＦＣ

62 城内　麻衣 長野ジュニアＦＣ

63 重藤　優希 東京OHMEフェンシングクラブ
64 片岡　志乃 東京ガーデンフェンシングクラブ

65 池田　有未 徳島クラブ

66 春田　友菜 南箕輪わくわくクラブ

67 藤原　小夏 南箕輪わくわくクラブ

68 玉木　菜々美 南箕輪わくわくクラブ

69 縣　ほのか 南箕輪わくわくクラブ

70 西田　真穂 八王子フェンシングクラブ

71 加賀谷　心斗 婦中JFC
72 奥　美咲子 婦中JFC
73 前田　凛々子 富山パレスフェンシングクラブ

74 佐藤　楓 富山パレスフェンシングクラブ

75 西野　光桜 富山パレスフェンシングクラブ

76 孫　櫻珊 福岡県フェンシング協会

77 竹内　千皓 福山フェンシングクラブ

78 宍戸　しえら 福島市フェンシングクラブ

79 米倉　碧泉 本吉フェンシングクラブ

80 弓長　皇美子 名電ジュニアフェンシングクラブ

81 鵜本　翠 和東ジュニアクラブ

82 柿原　更 和北ジュニアクラブ

82名


