
全日本個人戦女子フルーレ選手名簿
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。 77名

氏名 ふりがな 所属

1 東　晟良 あずま　せら 日本体育大学

2 菊池　小巻 きくち　こまき セザサミーホールディングス株式会社

3 宮脇　花綸 みやわき　かりん 株式会社マイナビ

4 辻　すみれ つじ　すみれ 朝日大学

5 東　莉央 あずま　りお 日本体育大学

6 西岡　詩穂 にしおか　しほ 警視庁

7 柳岡　はるか やなおか　はるか 全日本空輸株式会社

8 久良知　美帆 くらち　みほ 城北信用金庫

9 細野　麗 ほその　れい ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）

10 長瀬　凛乃 ながせ　りの はしまモア

11 曽根　寿々佳 そね　すずか レ・フレール愛媛

12 早川　葵彩 はやかわ　あおい ワセダクラブ

13 千葉　穂波 ちば　ほなみ 一関フェンシングスポーツ少年団

14 髙原　明日香 たかはら　あすか 岡山クラブ

15 真所　美莉 まどころ　みり 株式会社 三菱UFJ銀行

16 田村　佳奈恵 たむら　かなえ 関西学院大学

17 森野　由樹子 もりの　ゆきこ 関西学院大学

18 清水　淑刀 しみず　しゅくと 関西学院大学

19 菅原　優夏 すがわら　ゆうか 岩手県立一関第二高等学校

20 中出　陽愛 なかで　ひより 岐阜県立羽島北高等学校

21 岡田　芽生 おかだ　めい 岐阜県立大垣南高等学校

22 竹山　柚葉 たけやま　ゆずは 京都府立乙訓高等学校

23 東　佑夏 あずま　ゆうか 京都府立乙訓高等学校

24 竹澤　志緒里 たけざわ　しおり 京都府立乙訓高等学校

25 森　美奈子 もり　みなこ 熊本クラブ

26 吉澤　千恵 よしざわ　ちえ 群馬クラブ

27 阿部　広美 あべ　ひろみ 警視庁

28 小原　文 おはら　あや 香川県立高松北高等学校

29 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校

30 齋藤　利莉 さいとう　りり 埼玉栄高等学校

31 大﨑　温 おおさき　おん 埼玉栄高等学校

32 原田　奈乃羽 はらだ　なのは 山形市立商業高等学校

33 森多　舞 もりた　まい 山口県立岩国工業高等学校

34 山口　寿々奈 やまぐち　すずな 鹿児島県立鹿児島南高等学校

35 高橋　風子 たかはし　ふうこ 秋田市役所

36 土佐　千乃 とさ　ゆきの 聖霊女子短期大学付属高等学校

37 坂井　真子 さかい　まこ 専修大学

38 柏原　美歩 かしわばら　みほ 専修大学

39 泉澤　カンナ いずみさわ　かんな 専修大学

40 遠藤　里菜 えんどう　りな 早稲田大学

41 登尾　早奈 のぼりお　さな 早稲田大学

42 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな 早稲田大学

43 高原　真央 たかはら　まお 早稲田大学

44 狩野　央梨沙 かの　ありさ 早稲田大学

45 大石　恵美子 おおいし　えみこ 大石恵美子グループ(大分県)

46 橋本　結 はしもと　ゆい 大分県立大分豊府高等学校

47 岡田　花鈴 おかだ　かりん 大分県立別府翔青高等学校

48 森　彩音 もり　あやね 中央大学

49 永野　菜津子 ながの　なつこ 中央大学

50 山田　ひなた やまだ　ひなた 中京大学Ｊｒ．

51 中島　穂乃香 なかじま　ほのか 朝日大学

52 小池　花佳 こいけ　はなか 長野県伊那北高等学校

53 原　ななみ はら　ななみ 長野県伊那北高等学校

54 髙橋　沙也花 たかはし　さやか 東亜学園高等学校

55 盧　承延 の　すんよん 東京都立王子総合高等学校

56 伊藤　藍 いとう　あい 同志社大学

57 狩野　愛巳 かの　みなみ 日清製粉グループ本社

58 竹中　誉稀 たけなか　ほまれ 日本女子体育大学

59 吉崎　沙織 よしざき　さおり 日本女子体育大学

60 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学

61 福塚　世帆 ふくつか　ときほ 日本女子体育大学

62 森田　明日香 もりた　あすか 日本女子体育大学

63 原田　莉紗子 はらだ　りさこ 日本女子大学附属高等学校

64 伊達　京 だて　みやこ 日本体育大学

65 田口　莉帆 たぐち　りほ 日本大学

66 森　千絢 もり　ちひろ 日本大学

67 中屋　暁 なかや　あき 日本大学

68 五十嵐　悠花 いがらし　ゆか 日本大学

69 設樂　ゆひな したら　ゆひな 日本大学

70 渡邊　紗都 わたなべ　さと 福井県立武生商業高等学校

71 梅津　春香 うめつ　はるか 法政大学

72 髙田　真帆 たかだ　まほ 法政大学

73 岡原　真琴 おかはら　まこと 柳井学園高等学校

74 宮田　遥奈 みやた　はるな 立命館大学

75 飯村　彩乃 いいむら　あやの 龍谷大学付属平安中学校

76 岩本　鈴菜 いわもと　れいな 和歌山県立和歌山北高等学校
77 巾下　栞奈 はばした　かんな 和歌山県立和歌山北高等学校
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