
全国少年フェンシング大会個人戦推薦者（平成２６年度） 6月24日現在

推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ

東日本少年大会 8 上野　優斗 大分 JF大分 8 土佐　千乃 秋田 秋田市JF 8 西口　泰嵩 和歌山 和北J 8 岡田　芽生 岐阜 養老FC

福山　澪 長崎 長崎JK 辻　すみれ 岐阜 岐阜聖徳中 飯村　一輝 京都 京都FF 中出　陽愛 岐阜 はしまモア

中村　太郎 大分 JF大分 黄田　佳倫 東京 ワセダC 松崎　功之介 岐阜 はしまモア 竹澤　志緒里 京都 京都キッズ

藤倉　類 東京 東京FS 狩野　央梨沙 宮城 利府西中 内ヶ崎　良磨 宮城 仙台FC 東　佑夏 京都 京都キッズ

荒金　泰成 大分 JF大分 坂井　真子 東京 東京FS 浅海　聖哉 埼玉 埼玉エスクリム 高橋　由奈 東京 SEAスポーツ

浅海　正哉 神奈川 法政二中 上野　優佳 大分 JF大分
勅使河原　明日
架

岐阜 はしまモア 玉生　莉紗子 東京 DFA

メンドーザ　ミゲール 東京 東京OHME 原　朋子 富山 富山パレス 馬場　俊輔 岐阜 大垣FC 高橋　沙也花 東京 DFA

松渕　真平 秋田 秋田市JF 齋藤　利莉 宮城 本吉町F 山口　改 和歌山 和北J 飯村　彩乃 京都 京都FF

北海道ブロック 1 山本裕太郎 北海道 札幌クラブ 1 該当なし 1 該当なし 1 該当なし

東北ブロック 6 佐藤　龍 岩手 一関FC 6 八柳　沙耶 秋田 秋田市JF 6 坪　颯登 青森 黒石JC 6 齋藤　華南 秋田 秋田市JF

成田　武永 青森 青森市JF 佐藤　涼華 秋田 二ツ井JF 菊池　翔 秋田 二ツ井JF 長崎　昇子 秋田 合川FC

村上  拳 宮城 松岩中学校 田口　莉帆 秋田 秋田市JF 田中　純 青森 今別町FS 成田　実礼 秋田 秋田市JF

藤井　凌大 秋田 秋田市JF 成田　琉夏 秋田 秋田市JF 川村　海以 宮城 気仙沼F 今野　杏咲 宮城 仙台FC

新屋敷　稔 秋田 秋田市JF 佐藤　佳菜 秋田 秋田市JF 廣瀬　歩 福島 福島市FC 川村　佳乃 宮城 気仙沼FA

藤澤　将匡 宮城 本吉町 畑山　登萌 秋田 二ツ井JF 遠藤　暦 山形 米沢市SS 櫻田　爽子 秋田 二ツ井JF

関東ブロック 8 小田　隆介 千葉 大穴FC 8 峰岸　祐佳 群馬 沼田FC 8 川手　潤平 群馬 高崎C 8 大崎　温 東京 DFA

海老原　樹 埼玉 埼玉栄中 永野菜津子 茨城 フェンサーズF 千田　順正 東京 DFA 重藤　美紀 東京 OHME FC

江藤　和博 群馬 前橋FC 設楽ゆひな 群馬 前橋FC ロレンツォーニ　ダビデ 東京 東京FS 陸川　麻琴 千葉 大穴Jr FC

北村　透海 東京 OHME FC 松浦　早希 茨城 水戸C 松本　純也 群馬 沼田FC 濱松　里紗 東京 台東S少年団

新井　謙信 東京 Fステージ 岡田　梨良 群馬 前橋FC 坂藤　秀昌 埼玉 埼玉E 庄司　彩葉 茨城 フェンサーズF

宇都木　勇輝 茨城 水戸C 溝口　由菜 千葉 柿の木台S 三浦　知哉 東京 東京FS 小林　叶佳 JSG

大竹　遼河 群馬 沼田FC 高木　綾 東京 ワセダC 茂木　廉苑 群馬 高崎C 藤巻　沙紀羅 山梨 山梨Jr

北村　創拓 東京 OHME FC 藤木　妙咲 千葉 大穴JrSC 大塚　昂輝 神奈川 G戸塚 武井　真由 群馬 高崎C

北信越ブロック 6 田辺　空我 富山 速星中学校 6 永井　杏奈 富山 富山パレスFC1年6 佐野　航琉 富山 富山パレス 6 吉田　実都 富山 高岡古城FC6年

今井　陸斗 富山 高岡古城FC 新夕　花奈 富山 速星中学校 中町　鴻汰 富山 高岡古城FC 小野　捺菜 富山 富山パレスFC6年

森平　和希 新潟 聖籠JFC 福島　亜澄 長野 箕輪中 杉岡　瑞基 長野 NAGANO Jr 斎藤　優佳 新潟 聖籠JFC

鈴木　太智 長野 箕輪中 中島　穂乃香 福井 武商Ｊｒ 堀内　智尋 福井 武生JFC 水戸部　羽衣 新潟 聖籠JFC

根橋　大空 長野 箕輪中 平松　成菜 長野 箕輪中 中村　健人 長野 NAGANO Jr 該当なし

福島　大和 長野 箕輪中 篠原　春花 長野 箕輪中 才木　良太 富山 富山パレス 該当なし

東海ブロック 4 毛利　凌乙 岐阜 岐阜聖徳大附属中 4 北村　優芽 岐阜 大垣クラブ 4 田内　稜大 岐阜 はしまモア 4 河村　知紗 岐阜 はしまモア

高橋　拳一 静岡 沼津FC 石川　結理 静岡 沼津FC 関谷　拓実 静岡 沼津FC 雨宮　なな子 静岡 沼津FC

加藤　雅望 愛知 愛知工業大学附属中学 尾矢　二千花 愛知 中京大学Jr. 河村　一馬 岐阜 はしまモア 岩佐　流生 岐阜 はしまモア

浦川　佳之 三重 海星中学 那須　茜 三重 鳥羽ＦＣ 小﨑　一磨 三重 鳥羽ＦＣ 該当なし

近畿ブロック 6 井神　俊兵 和歌山 和北Ｊｒ 6 東　晟良 和北Ｊｒ 6 西村　啓佑 京都 京都きっず 6 竹山　柚葉 大阪 大阪読売千里

井川　晃暉 和歌山 和北Ｊｒ 森田明日香 和北Ｊｒ 遠藤　恒樹 京都 京都きっず 神山　侑奈 京都 京都きっず

大竹　凛 白鳥ＦＣ 吉田　真花 大阪信愛女学院 森　大翔 和歌山 和北Ｊｒ 松村　果林 和歌山 和北Ｊｒ

田尻　航大 兵庫 兵庫教育大附属中 巾下　栞奈 和北Ｊｒ 大野　潤平 京都 京都きっず 川口　実来 兵庫 明石Ｊｒ

大竹　諒 白鳥ＦＣ 福塚　世帆 和北Ｊｒ 木下　静真 京都 京都ＦＦＣ 岩本　鈴菜 和歌山 和北Ｊｒ

菊池　正太郎 兵庫 明石Ｊｒ 寺山　珠樹 大山崎中学校 于　大慶 京都 京都ＦＦＣ 稲田　椋 和歌山 和東Ｊｒ

中国ブロック 3 森多　涼 山口 柳井エスクリム 3 押川　帆乃香 広島 福山FC 3 堀部　聖太 山口 岩国JFC 3 森多　舞 山口 平生JFC

増田　陽人 岡山 岡山大安寺中 衹園　彩寧 岡山 岡山少年C 山代屋　和史 山口 岩国JFC 平田　知恵 山口 平生JFC

石村　創太朗 山口 岩国JFC 増田　杏心 岡山 岡山少年C 渡辺　大成 島根 広瀬FC 奥村　旭陽 広島 福山FC

四国ブロック 2 佐伯　新 愛媛 松山JＦＣ 2 髙石菜摘 愛媛 三島ＦＣ 2 吉弘航平 愛媛 松山ＪＦＣ 2 明石愛恵 香川 香川ＪＦＣ

高田息吹 愛媛 松山ＪＦＣ 登尾奈友 愛媛 三島ＦＣ 喜羽一輝 徳島 徳島ＦＣ 渡邊桃夏 愛媛 松山ＪＦＣ

九州ブロック 2 山下燎哉 長崎 長崎ＪＫ 2 手水利奈 熊本 熊本ＪＦＣ 2 藤元裕詩 宮崎 宮崎ＪＦＣ 2 岡田花鈴 大分 Ｊｒ・Ｆ・ＯＩＴＡ

石井　魁 大分 Ｊｒ・Ｆ・ＯＩＴＡ 橋本　結 大分 Ｊｒ・Ｆ・ＯＩＴＡ 佐藤望有 福岡 福岡ﾌｪﾝｻｰｽﾞ 該当なし

日本協会推薦

中学男子 中学女子 小学５・６年男子 小学５・６女子


