
全日本個人戦女子エペ選手名簿
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。 75名

氏名 ふりがな 所属

1 馬場　晴菜 ばば　はるな 日本大学

2 吉村　美穂 よしむら　みほ 同志社大学

3 大石　栞菜 おおいし　かんな 山九株式会社

4 寺山　珠樹 てらやま　たまき 京都府立乙訓高等学校

5 鈴木　穂波 すずき　ほなみ 株式会社エスクリ

6 佐藤　希望 さとう　のぞみ 大垣共立銀行

7 黒木　夢 くろき　ゆめ 株式会社タマディック

8 山田　あゆみ やまだ　あゆみ 城北信用金庫

9 伊東　千尋 いとう　ちひろ 岡山クラブ

10 高塚　悠希子 たかつか　ゆきこ 学習院大学

11 才藤　歩夢 さいとう　あゆむ 株式会社マイナビ

12 古俣　潮里 こまた　しおり 株式会社本間組

13 桑田　晴香 くわた　はるか 関西学院大学

14 岩同　ひまわり いわどう　ひまわり 関西学院大学

15 色摩　美朝 しかま　みのり 関西学院大学

16 巌　香蓮 いわお　かれん 関西学院大学

17 佐藤　琴美 さとう　ことみ 岩手県立一関第二高等学校

18 菅原　百花 すがわら　ももか 岩手県立一関第二高等学校

19 中出　陽愛 なかで　ひより 岐阜県立羽島北高等学校

20 細江　麻衣 ほそえ　まい 岐阜県立大垣養老高等学校

21 原田　紗希 はらだ　さき 慶應義塾大学

22 久末　汐里 ひさすえ　しおり 慶應義塾大学

23 朝長　なつ美 ともなが　なつみ 警視庁

24 蓮井　陽菜 はすい　ひな 香川県立高松北高等学校

25 明石　愛恵 あかし　まなみ 香川県立高松北高等学校

26 小林　叶佳 こばやし　きょうか 高崎商科大学附属高等学校

27 内山　澪 うちやま　みお 埼玉栄高等学校

28 高橋　栄利佳 たかはし　えりか 埼玉県立与野高等学校

29 原田　奈乃羽 はらだ　なのは 山形市立商業高等学校

30 山本　有沙 やまもと　ありさ 山口県立岩国工業高等学校

31 千葉　圭 ちば　けい 至学館高等学校

32 永井　杏奈 ながい　あんな 至学館高等学校

33 大迫　夏奈 おおさこ　かな 鹿児島クラブ

34 今村　未羽 いまむら　みう 鹿児島高等学校

35 齋藤　華南 さいとう　はな 秋田市立秋田商業高等学校

36 西岡　瞳 にしおか　ひとみ 小林聖心女子学院中学校

37 稲山　友梨 いなやま　ゆり 星槎国際高等学校川口

38 浦　祥子 うら　しょうこ 青山クラブ

39 須田　真衣 すだ　まい 仙台フェンシングクラブ

40 陸川　麻琴 りくかわ　まこと 千葉県立柏陵高等学校

41 成田　琉夏 なりた　るか 専修大学

42 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学

43 駒場　みなみ こまば　みなみ 早稲田大学

44 村上　夏希 むらかみ　なつき 早稲田大学

45 中島　美月 なかじま　みつき 早稲田大学

46 古田　彩稀 ふるた　さき 大阪シティ信用金庫

47 大石　恵美子 おおいし　えみこ 大石恵美子グループ(大分県)

48 森　陽奈子 もり　ひなこ 大分県立大分豊府高等学校

49 伊藤　杏樹 いとう　あんじゅ 筑波大学附属高等学校

50 尾矢　二千花 おや　にちか 中京大学

51 高橋　里衣 たかはし　りえ 中京大学

52 徳島　沙恵 とくしま　さえ 中京大学

53 小塚　麻由 こづか　まゆ 朝日大学

54 佐藤　萌笑 さとう　もえみ 朝日大学

55 石榑　麗 いしぐれ　うらら 朝日大学

56 伊藤　凜 いとう　りん 島根県立安来高等学校

57 水野　佳音 みずの　かの 東京女子体育大学

58 丸山　さくら まるやま　さくら 東京都立王子総合高等学校

59 盧　承延 の　すんよん 東京都立王子総合高等学校

60 大西　愛 おおにし　あい 栃木県立栃木商業高等学校

61 渡部　有未 わたなべ　あみ 日本体育大学

62 登坂　梨乃 とさか　りの 日本大学

63 吉松　琳果 よしまつ　りんか 日本大学

64 中浦　柚樹 なかうら　ゆずき 日本大学

65 河瀬　珠恵 かわせ　たまえ 日本大学

66 金氣　愛華 かねき　まなか 日本大学

67 渡邊　紗都 わたなべ　さと 福井県立武生商業高等学校

68 傅　姿晴 ふ　ずちん 福岡フェンサーズ

69 前田　友菜 まえだ　ゆうな 法政大学

70 新井　ひより あらい　ひより 法政大学

71 森本　菜月 もりもと　なつき 明治大学

72 中村　優里 なかむら　ゆり 明治大学

73 太田　陽詩 おおた　ひなた 龍谷大学付属平安中学校

74 岸本　鈴 きしもと　りん 龍谷大学付属平安中学校

75 稲田　椋 いなだ　りょう 和歌山県立和歌山東高等学校
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