
全日本個人戦女子サーブル選手名簿
ＦＪＥシニアランキング上位８名（7月24日付）はスーパーシードとする。

スーパーシード選手は予選プールを免除し、エリミナション・ディレクト64より出場する。 76名

氏名 ふりがな 所属

1 江村　美咲 えむら　みさき 中央大学

2 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

3 青木　千佳 あおき　ちか ＮＥＸＵＳ

4 田村　紀佳 たむら　のりか 旭興業株式会社

5 脇田　樹魅 わきた　じゅみ 日本女子体育大学

6 木村　毬乃 きむら　まりの 株式会社なとり

7 高嶋　理紗 たかしま　りさ 法政大学

8 雨田　由香 あめだ　ゆか 中央大学

9 向井　晴香 むかい　はるか 愛媛クラブ

10 平林　七奈子 ひらばやし　ななこ NEXUS FENCING CLUB

11 徳田　朱里 とくだ　あかり ファイヴエーカンパニー

12 山崎　妃奈乃 やまざき　ひなの ワセダクラブ

13 金高　生幸 かねたか　せいさ 愛知工業大学名電中学校

14 味岡　祐奈 あじおか　ゆうな 株式会社アクトス

15 小栗　千紗絵 おぐり　ちさえ 岐阜クラブ

16 櫛橋　茉由 くしはし　まゆ 京都クラブ

17 河野　真央 かわの　まお 慶応中等部

18 福田　響生 ふくだ　ひびき 慶應義塾大学

19 浦野　夏菜 うらの　かな 警視庁

20 前田　啓子 まえだ　けいこ 香川クラブ

21 金子　優衣奈 かねこ　ゆいな 麹町学園女子高等学校

22 大島　愛実 おおしま　まなみ 埼玉クラブ

23 内藤　光玲 ないとう　みれい 埼玉栄高等学校

24 藤山　はな ふじやま　はな 山口クラブ

25 山下　りりか やました　りりか 鹿児島クラブ

26 尾﨑　世梨 おざき　せり 鹿児島県立鹿児島南高等学校

27 玉利　華奈乃 たまり　はなの 鹿児島県立鹿児島南高等学校

28 西岡　瞳 にしおか　ひとみ 小林聖心女子学院中学校

29 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

30 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

31 山田　夢羽未 やまだ　ゆうみ 静岡県立沼津西高等学校

32 畑澤　佳乃 はたざわ　よしの 専修大学

33 福永　瑛美 ふくなが　えいみ 専修大学

34 高橋　実乃梨 たかはし　みのり 専修大学

35 佐々木　陽菜 ささき　はるな 全日本空輸株式会社

36 齋藤　里羅子 さいとう　りらこ 早稲田大学

37 佐野　友香 さの　ともか 早稲田大学

38 黒田　ほのか くろだ　ほのか 早稲田大学

39 木村　結 きむら　ゆい 早稲田大学

40 古田　彩稀 ふるた　さき 大阪シティ信用金庫

41 横井　七恵 よこい　ななえ 大阪シティ信用金庫

42 三ヶ尻　茉由 みかじり　まゆ 大分県立大分豊府高等学校

43 浅川　由里 あさかわ　ゆり 中京大学

44 佐野　佑衣 さの　ゆい 朝日大学

45 山村　直緖 やまむら　なお 朝日大学

46 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

47 山内　今日香 やまうち　きょうか 東京女子体育大学

48 石橋　幸貴 いしばし　さき 東京女子体育大学

49 田﨑　愛 たざき　あい 東京女子体育大学

50 谷山　鈴々花 たにやま　すずか 東京女子体育大学

51 小林　かなえ こばやし　かなえ 東京女子体育大学

52 田﨑　里花子 たざき　りかこ 東京女子体育大学

53 小山　美優 こやま　みゆう 同志社女子高等学校

54 白峰　杏香 しらみね　きょうか 同志社大学

55 植村　咲香 うえむら　さきか 同志社大学

56 斎藤　凜々 さいとう　りり 栃木県立宇都宮中央女子高等学校

57 小藤　敦海 こふじ　あつみ 栃木県立栃木翔南高等学校

58 善林　史帆 ぜんばやし　しほ 日本体育大学

59 高橋　七美 たかはし　ななみ 日本体育大学

60 尾里　雪葉 おざと　ゆきは 日本体育大学

61 梅北　愛斐 うめきた　めい 日本大学

62 林　秋香 はやし　あきか 日本大学

63 井塚　千晶 いつか　ちあき 日本大学

64 笠　沙彩 りゅう　さあや 日本大学

65 酒井　晴未 さかい　はるみ 富山県立水橋高等学校

66 山根　妃七 やまね　ひな 福井県立武生商業高等学校

67 笹木　咲里 ささき　さり 福井県立武生商業高等学校

68 高橋　千里香 たかはし　ちりか 福岡県立玄界高等学校

69 菅野　鈴 かんの　りん 福島県立川俣高等学校

70 和田　佳奈 わだ　かな 法政大学

71 稲野邉　南 いなのべ　みなみ 法政大学

72 吉田　真花 よしだ　まなか 法政大学

73 月野　敬子 つきの　きょうこ 法政大学

74 岡原　真琴 おかはら　まこと 柳井学園高等学校

75 岩竹　聖奈 いわたけ　せいな 柳井学園高等学校

76 菊地　心和 きくち　ここな 岩手県立一関第二高等学校
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