
都県名 選手名 ふりがな チ　ー　ム　名 都県名 選手名 ふりがな チ　ー　ム　名

1 北海道 阿部　磨郁 あべ　まいく 札幌大谷中学校 81 神奈川 金井宏史郎 かないこうじろう 慶應義塾高等学校

2 北海道 川口　大河 かわぐち　たいが 北海道大野農業高等学校 82 神奈川 明石宏樹 あかしひろき 慶應義塾高等学校

3 秋田 伊藤　煌二郎 いとう　こうじろう 秋田市ジュニアフェンサーズ 83 山梨 輿水　勇輝 こしみず　ゆうき 甲斐清和高等学校

4 秋田 斉藤　綾汰 さいとう　りょうた 秋田市ジュニアフェンサーズ 84 山梨 田中　克樹 たなか　かつき 甲斐清和高等学校

5 秋田 津谷　龍星 つや　りゅうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ 85 山梨 高椋　董依 たかむく　とうい 甲斐清和高等学校

6 秋田 夏井　　優 なつい　まさる 秋田市ジュニアフェンサーズ 86 山梨 史　驁 し　あお 甲斐清和高等学校

7 秋田 三浦悠成 みうらゆうせい 秋田北鷹高校 87 山梨 宇佐美　翔也 うさみ　しょうや 甲斐清和高等学校

8 秋田 沢藤快飛 さわふじはやと 秋田北鷹高校 88 静岡 佐野直太朗 さのなおたろう 沼津フェンシングクラブ

9 秋田 武石千嘉 たけいしちひろ 秋田北鷹高校 89 静岡 加藤 大慈 かとう だいじ 沼津フェンシングクラブ

10 秋田 鈴木煌大 すずきこうた 秋田北鷹高校 90 静岡 大村　元希 おおむら　もとき 東海大学付属静岡翔洋高等学校

11 秋田 藤本海翔 ふじもとかいと 秋田北鷹高校 91 静岡 渡邊　英向 わたなべ　ひなた 東海大学付属静岡翔洋高等学校

12 宮城 清原　崇史 きよはら　たかふみ 本吉フェンシングクラブ 92 静岡 半場　椋太 はんば　りょうた 東海大学付属静岡翔洋高等学校

13 宮城 初貝　柊哉 はつがい　しゅうや 本吉フェンシングクラブ 93 長野 有賀　尚迪 あるがなおみち 箕輪中学校

14 宮城 菅原　史晴 すがわら　ふみはる 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 94 長野 遠藤　雅虎 えんどうまさとら 箕輪中学校

15 福島 菅野　晴貴 かんの　はるき 福島県立川俣高等学校 95 長野 小池　悠太郎 こいけゆうたろう 箕輪中学校

16 茨城 庄司　光太朗 しょうじこうたろう 水戸葵陵高等学校 96 富山 前田　迅理 まえだ　じんり SEIBUスポーツクラブ

17 茨城 永野　広輝 ながの　こうき 水戸クラブ 97 富山 前田　絆成 まえだ　ばんせい 富山県立富山西高校学校

18 栃木 仙田　一真 せんだ　かずま 栃木スポーツネット 98 富山 西村健也 にしむらけんや 富山パレスフェンシングクラブ

19 栃木 川村　龍紅 かわむら　りゅうく 栃木スポーツネット 99 愛知 杉浦　敬佑 すぎうら　けいすけ 愛知工業大学名電

20 栃木 栃木　舜也 とちぎ　しゅんや 栃木スポーツネット 100 愛知 長谷川　力玖 はせがわ　りく 愛知工業大学名電

21 栃木 土澤　悠貴 つちさわ　ゆうき 栃木県立宇都宮南高校 101 愛知 林川　琉偉 はやしかわ　るい 愛知工業大学名電

22 栃木 坂入　亘祐 さかいり　こうすけ 栃木県立宇都宮南高校 102 岐阜 高橋　橙生 たかはしとうい 岐阜県立大垣南高等学校

23 栃木 田谷　龍雅 たや　りゅうが 上三川フェンシングクラブ 103 岐阜 田内　渓 たうちけい 岐阜県立大垣南高等学校

24 栃木 安達　奏人 あだち　かなと 上三川フェンシングクラブ 104 岐阜 大野　聖宇 おおの　しょう 岐阜県立大垣南高等学校

25 群馬 金井　一馬 かない　かずま 沼田フェンシングクラブ 105 岐阜 金城　瞬人 かなしろ　しゅんと はしまモアフェンシングクラブ

26 群馬 河野　辰海 かわの　たつみ 沼田フェンシングクラブ 106 岐阜 石橋　遼大 いしばし　はると はしまモアフェンシングクラブ

27 群馬 志賀　世怜 しが　せれん 沼田フェンシングクラブ 107 岐阜 加藤　生純 かとう　せいじゅん はしまモアフェンシングクラブ

28 群馬 小林 千惺 こばやしちせい 沼田フェンシングクラブ 108 岐阜 田内　颯斗 たうち　はやと はしまモアフェンシングクラブ

29 埼玉 橋本　雄偉 はしもと　ゆうい 立教新座高等学校 109 岐阜 石原　康成 いしはら　こうせい はしまモアフェンシングクラブ

30 埼玉 石川　雄大 いしかわ　ゆうた 立教新座高等学校 110 岐阜 牧野　正嗣 まきの　まさつぐ 大垣クラブ

31 埼玉 中尾　豪太 なかお　ごうた 立教新座中学校 111 三重 江崎　蒼一朗 えざきそういちろう 鳥羽フェンシングクラブ

32 埼玉 飯嶋　俊介 いいじま　しゅんすけ立教新座中学校 112 和歌山 田村　圭遵 たむら　けいじゅん 和歌山北高等学校

33 埼玉 大木　涼輔 おおき　りょうすけ 立教新座中学校 113 和歌山 寺田　大輔 てらだ　だいすけ 和歌山北高等学校

34 埼玉 大山　凛大 おおやま　りお 立教新座中学校 114 和歌山 福田　幸四郎 ふくだ　こうしろう 和歌山北高等学校

35 埼玉 芳賀　舵生 はが　かじき 立教新座中学校 115 和歌山 柿原 立 かきはら りつ 和歌山ジュニアフェンシングクラブ

36 埼玉 直井　唯真 なおい　ゆいま 立教新座中学校 116 和歌山 近藤 哲平 こんどう てっぺい 和歌山ジュニアフェンシングクラブ

37 埼玉 安達　諒 あだち　りょう 立教新座中学校 117 京都 小林麟太郎 こばやし　りんたろう 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

38 埼玉 野谷　海翔 のたに　かいと 立教新座中学校 118 京都 道畑　湧喜 みちはた　ゆうき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

39 埼玉 小浦　隆政 こうら　たかまさ 立教新座中学校 119 京都 竹中　大貴 たけなか　だいき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

40 埼玉 渡部　柊大 わたなべ　しゅうだい埼玉栄中学・高等学校 120 京都 村上　日陽 むらかみ　ひなた 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

41 埼玉 金光　顕 かねみつ　けん 埼玉栄中学・高等学校 121 京都 和田　永画 わだ　えいが 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

42 埼玉 濱松　直輝 はままつ　なおき 埼玉栄中学・高等学校 122 京都 高橋　侑大 たかはし　ゆうだい 京都府立乙訓高等学校

43 埼玉 小林　橘平 こばやし　きっぺい 埼玉栄中学・高等学校 123 京都 前田　竜成 まえだ　たつなり 京都きっず

44 埼玉 安井　朱雀 やすい　すざく 埼玉栄中学・高等学校 124 京都 白石　宇香 しらいし　うきょう 京都きっず

45 埼玉 金井　惺 かない　せな 埼玉エスクリム 125 京都 床嶋　桔平 とこしま　きっぺい 大山崎中学校

46 千葉 田中　拓進 たなか　たくしん isco fencing club 126 大阪 小野　凌駕 おの　りょうが 大阪読売千里クラブ

47 千葉 福島暖大 ふくしまひなた 光ヶ丘フェンシングクラブ 127 大阪 白男川　瞬 しらおがわ　しゅん 大阪読売千里クラブ

48 千葉 長久保　享介 ながくぼ　きょうすけ 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 128 大阪 湯淺　柊哉 ゆあさ　しゅうや 上宮学園中学校

49 千葉 長島　徳司 ながしま　とくじ 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 129 大阪 福山　寛太 ふくやま　かんた 上宮学園中学校

50 千葉 中村　元紀 なかむら　もとき 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 130 大阪 上原　一輝 うえはら　かずき 清風中学校

51 千葉 畠山　裕大 はたけやま　ゆうた 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 131 大阪 坂本　稜介 さかもと　りょうすけ 清風中学校

52 千葉 赤石　弘大 あかいし　こうた 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 132 大阪 杉本　悠樹 すぎもと　ゆうき 清風中学校

53 千葉 中澤　正成 なかざわ　まさなり 柏陵高校 133 大阪 柚山　力飛 ゆやま　りきと 清風中学校

54 千葉 佐藤　稜也 さとう　りょうや 柏陵高校 134 大阪 竹本　大朗 たけもと　たろう 清風高等学校

55 千葉 和田　立 わだ　たつる 柏陵高校 135 大阪 稲垣　碧夏 いながき　あおが 清風高等学校

56 東京 小笠原　心 おがさわら　しん RITZ FENCING ACADEMY 136 大阪 図子　幹太 ずし　かんた 清風高等学校

57 東京 高沢　遼成 たかざわ　りょうせいRITZ FENCING ACADEMY 137 大阪 野田　峻成 のだ　しゅんせい 清風高等学校

58 東京 岡本　佑介 おかもと　ゆうすけ RITZ FENCING ACADEMY 138 兵庫 大坂　真脩 おおさか　ましゅう 兵庫県立夢野台高等学校

59 東京 山内　陽人 やまうち　はると RITZ FENCING ACADEMY 139 兵庫 大塚　零生 オオツカ　レオ 明石ジュニアフェンシングクラブ

60 東京 井下田 ルカ悠樹 いげた　るかゆうき ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO140 鳥取 村田煌冴 むらた　こうが 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

61 東京 上出　桐 カミデ キリ みなとフェンシングクラブ 141 鳥取 田中遼大 たなか　はるた 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

62 東京 安西　一真 あんざい　かずま 杉並ジュニアFT 142 島根 椿　樂 つばき　らく 島根県立松江工業高等学校

63 東京 蟹江 玲応 かにえ れお 慶応中等部 143 香川 阿南　一眞 あなん　かづま 香川県立高松北高等学校

64 東京 佐口 亮輔 さぐち りょうすけ 慶応中等部 144 香川 吉本　孝志 よしもと　たかし 香川県立高松北中学校

65 東京 最上 堅仁 もがみけんと 王子総合高等学校 145 香川 山地　琉生 やまじ　るい 高松北高校

66 東京 榎本藏人 えのもとくらんど 青山学院中等部 146 徳島 林　正太郎 はやし　しょうたろう 徳島文理高校

67 東京 鈴木　哲矢 すずき　てつや NEXUS　FENCING　CLUB 147 大分 岡田　快斗 おかだ　かいと 大分県立別府翔青高等学校

68 東京 千葉　忠輝 ちば　あつき NEXUS　FENCING　CLUB 148 大分 永松　勇太 ながまつ　ゆうた 大分県立別府翔青高等学校

69 東京 布川 恵大 ぬのかわ　けいた 東京ガーデンフェンシングクラブ 149 大分 佐藤　一樹 さとう　かずき 大分豊府高校

70 東京 伊藤成希 いとうなるき 東京ガーデンフェンシングクラブ 150 長崎 四元　暖 よつもと　ひなた 長崎ジュニアナイト

71 神奈川 加藤那琉 かとうなる 横浜商科大学高等学校 151 熊本 関本　祐大 せきもと　ゆうた 開新高等学校

72 神奈川 石渡健太郎 いしわたけんたろう 横浜商科大学高等学校 152 鹿児島 鎌田　晃成 かまた　こうせい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

73 神奈川 松本　正太郎 まつもと　しょうたろう慶応義塾湘南藤沢中等部 153 鹿児島 橋口　偉央理 はしぐち　いおり 鹿児島フェンシングアカデミー

74 神奈川 星山　征李 ほしやま　せり 慶応義塾湘南藤沢中等部 154 鹿児島 櫻井　麻樹 さくらい　まき 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

75 神奈川 萩原　嵩造 はぎわら　しゅうぞう 慶應義塾湘南藤沢高等部 155 鹿児島 羽田　光洋 はた　こうよう 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

76 神奈川 迫井貫太 さこいかんた 慶應義塾湘南藤沢高等部 156 鹿児島 安武　龍杜 やすたけ　りゅうと 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

77 神奈川 鈴木雄貴 すずきゆうき 慶應義塾湘南藤沢高等部 157
78 神奈川 盛　暢孝 もり　のぶたか 法政大学第二中学校 158
79 神奈川 加藤　琉亜 かとう　るあ Kiri.Jr　フェンシングチーム 159
80 神奈川 坂口　煌希 さかぐち　こうき Kiri.Jr　フェンシングチーム 160

出　　　場　　　選　　　手　　　名　（男　子）



都県名 選手名 ふりがな チ　ー　ム　名 都県名 選手名 ふりがな チ　ー　ム　名

1 秋田 安達　日菜向 あだち　ひなた 秋田市ジュニアフェンサーズ 66 岐阜 村瀬　あかり むらせ　あかり はしまモアフェンシングクラブ

2 秋田 鈴木　葵依 すずき　あおい 秋田市ジュニアフェンサーズ 67 岐阜 加藤　璃紗 かとう　りさ はしまモアフェンシングクラブ

3 秋田 齋藤　香都 さいとう　こと 秋田市ジュニアフェンサーズ 68 三重 南　心愛 みなみ　ここあ 鳥羽フェンシングクラブ

4 秋田 長岡　こころ ながおか　こころ 秋田市ジュニアフェンサーズ 69 三重 新田　穂乃果 にった　ほのか 三重県立鳥羽高等学校

5 秋田 佐藤　穂花 さとう　ほのか 秋田市ジュニアフェンサーズ 70 三重 那須　杏里 なす　あんり 三重県立鳥羽高等学校

6 秋田 成田　和叶 なりた　わかな 秋田市ジュニアフェンサーズ 71 和歌山 岡本　樹 おかもと　いつき 和歌山北高等学校

7 秋田 安部真心 あべまこ 秋田北鷹高校 72 和歌山 北田　花菜 きただ　はんな 和歌山北高等学校

8 秋田 近藤柚葉 こんどうゆずは 秋田北鷹高校 73 京都 飯村　彩乃 いいむら　あやの 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

9 秋田 佐々木美優 ささきみゆう 秋田北鷹高校 74 京都 岡田　彩希 おかだ　さき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

10 秋田 夏井　優花 ナツイ　ユウカ 二ツ井ジュニアフェンシングチーム 75 京都 大野　美麗 おおの　みれ 京都府立乙訓高等学校

11 栃木 安達　悠 あだち　はるか 栃木県立宇都宮南高校 76 京都 髙橋　如空 たかはし　もあ 京都府立乙訓高等学校

12 群馬 安原　愛菜 やすはら　あいな 沼田フェンシングクラブ 77 京都 水戸　彩那 みと　さな 京都きっず

13 群馬 加藤　里菜 かとう　りな 沼田フェンシングクラブ 78 京都 今井　くるみ いまい　くるみ 京都きっず

14 茨城 加藤　彩花 かとう　あやか 水戸クラブ 79 京都 今村　文音 いまむら　あやね 京都きっず

15 茨城 鈴木　絢子 すずき　あやこ 水戸女子高等学校 80 京都 竹山　夏芽 たけやま　なつめ 大山崎中学校

16 茨城 星山　陽可 ほしやま　はるか 水戸女子高等学校 81 京都 清水　菜乃 しみず　なの 大山崎中学校

17 茨城 皆川　愛莉 みなかわ　あいり 水戸女子高等学校 82 大阪 渡辺　文珂 わたなべ　もか 河南町フェンシングクラブ

18 埼玉 小林　安璃 こばやし　あんり 埼玉栄中学・高等学校 83 鳥取 村田胡桃 むらた　くるみ 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

19 埼玉 薄葉　芽衣 うすば　めい 埼玉栄中学・高等学校 84 島根 伊藤　杏 いとう　あん 島根県立安来高等学校

20 埼玉 佐藤　ひな子 さとう　ひなこ 埼玉栄中学・高等学校 85 島根 谷村 星奈 たにむら せな 広瀬町フェンシングクラブ

21 埼玉 外山　菫 とやま　すみれ 埼玉栄中学・高等学校 86 香川 市ヶ谷　奈々 いちがたに　なな 香川県立高松北中学校

22 千葉 高橋梨桜 たかはしりお 光ヶ丘フェンシングクラブ 87 大分 足立　悠 あだち　ゆう 大分県立別府翔青高等学校

23 千葉 小見　夏穂 おみ　なつほ 千葉県立国府台高等学校 88 大分 藤本　琉歌 ふじもと　りゅうか 大分豊府高校

24 千葉 山田　杏珠 やまだ　あんじゅ 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 89 大分 工藤　瑞月 くどう　みづき 大分豊府高校

25 千葉 内田　華果 うちだ　はなか 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 90 大分 岡田　風花 おかだ　ふうか ジュニアフェンシング大分

26 千葉 杉本　千春 すぎもと　ちはる 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 91 大分 西山　花桜 にしやま　もも ジュニアフェンシング大分

27 千葉 丹野　七海 たんの　ななみ 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 92 大分 石川　愛珠 いしかわ　あず ジュニアフェンシング大分

28 千葉 利田　彩香 かがた　あやか 千葉県立柏陵高等学校 93 佐賀 一ノ瀬　桜 いちのせ　さくら 佐賀ジュニアフェンシングクラブ

29 千葉 石黒　由珠 いしぐろ　ゆず 千葉県立柏陵高等学校 94 佐賀 西川　日湖 にしかわ　にこ 佐賀ジュニアフェンシングクラブ

30 東京 沼田　美咲 ぬまた　みさき NEXUS　FENCING　CLUB 95 熊本 中山　真希 なかやま　まき 熊本県立翔陽高等学校

31 東京 友田あかり ともだあかり 東京フェンシングスクール 96 宮崎 緒方　みさき おがた　みさき 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

32 東京 宮本 仁瑚 みやもと にこ 慶応中等部 97 宮崎 西山　晴葵 にしやま　はるき 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

33 東京 浮穴 紗葉 うきあな さわ 慶応中等部 98 鹿児島 野元 麻央 のもと　まお 鹿児島Jr.フェンサーズ

34 東京 高見沢　有華梨 たかみざわ　ゆかり ワセダクラブ 99 鹿児島 川ノ上　可乃音 かわのうえ　かのん 鹿児島高等学校

35 東京 早川　碧莉 はやかわ　みおり ワセダクラブ 100 鹿児島 大橋　埜乃 おおはし　のの 鹿児島フェンシングアカデミー

36 東京 岩橘　英莉花 いわたちばな　えりか ワセダクラブ 101 鹿児島 萱島　朝香 かやしま　ともか 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

37 東京 西田　真穂 にしだ　まほ 八王子フェンシングクラブ 102 鹿児島 桐木平　乃愛 きりきひら　のあ 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

38 東京 久保田未来乃 くぼたみらの 東亜学園高等学校 103 鹿児島 安武　凛音 やすたけ　りん 鹿児島Jr.フェンシングクラブ

39 東京 久保田未織乃 くぼたみおの NEXUS　FENCING　CLUB 104

40 東京 重藤春香 しげとうはるか 東京OHMEフェンシングクラブ 105

41 東京 重藤優希 しげとうゆうき 東京OHMEフェンシングクラブ 106

42 神奈川 貫井　由羅 ぬくい　ゆら 法政大学第二高等学校 107

43 神奈川 後藤　結衣 ごとう　ゆい 法政大学第二中学校 108

44 神奈川 室根　舞羽 むろね　まう 法政大学第二中学校 109

45 神奈川 田村　優和 たむら　ゆな 法政大学第二中学校 110

46 神奈川 杉江　莉々香 すぎえ　りりか Kiri.Jr　フェンシングチーム 111

47 神奈川 福元　彩心 ふくもと　あやみ Kiri.Jr　フェンシングチーム 112

48 山梨 野田　光月 のだ　みつき 甲斐清和高等学校 113

49 長野 田中　すみれ たなか　すみれ 辰野高等学校 114

50 長野 林　愛実 はやしあいみ 箕輪中学校 115

51 長野 城内　麻衣 しろうちまい 箕輪中学校 116

52 静岡 勝又　康心 かつまた　ここ 沼津フェンシングクラブ 117

53 静岡 木村莉緒 きむらりお 沼津フェンシングクラブ 118

54 静岡 関谷 百萌 せきや ももえ 静岡県立沼津西高等学校 119

55 愛知 弓長　皇美子 ゆみなが　くみこ 愛知工業大学名電 120

56 岐阜 岡崎琉華 おかざきるか 岐阜県立羽島北高等学校 121

57 岐阜 末松亜璃沙 すえまつありさ 岐阜県立羽島北高等学校 122

58 岐阜 森下　比奈多 もりしたひなた 岐阜県立大垣南高等学校 123

59 岐阜 岡田　桃奈 おかだ　ももな 岐阜県立大垣南高等学校 124

60 岐阜 天岡　莉子 あまおか　りこ 岐阜県立大垣南高等学校 125

61 岐阜 曽根　あすか そね　あすか 岐阜県立大垣南高等学校 126

62 岐阜 棚橋　美友 たなはし　みゆ 岐阜県立大垣南高等学校 127

63 岐阜 長瀬　凛乃 ながせ　りの 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 128

64 岐阜 清水　美伶 しみず　みれい はしまモアフェンシングクラブ 129

65 岐阜 奥村　春香 おくむら　はるか はしまモアフェンシングクラブ 130

出　　　場　　　選　　　手　　　名　（女　子）


