
event name 所属チーム名 帯同コーチの有無 ■帯同コーチ　氏名

1 ジュニア男子 北川　裕貴 専修大学 なし

2 ジュニア男子 山田　翔也 慶應義塾大学 なし

3 ジュニア男子 田中　智也 早稲田大学 なし

4 ジュニア男子 山田　海大 慶應義塾大学 なし

5 ジュニア男子 力武　優斗 中央大学 なし

6 ジュニア男子 山﨑　翔太 慶應義塾大学 なし

7 ジュニア男子 加賀　敬浩 慶應義塾大学 なし

8 ジュニア男子 吉永　隆人 専修大学 なし

9 ジュニア男子 田内　稜大 中央大学 なし

10 ジュニア男子 石井　達哉 立教大学 なし

11 ジュニア男子 伊東　英汰 愛知工業大学 なし

12 ジュニア男子 井上　厳優 日本大学 なし

13 ジュニア男子 樋渡　怜大 日本大学 なし

14 ジュニア男子 小久保　真旺 法政大学 あり 新井　弘太

15 ジュニア男子 大北　唯斗 日本大学 なし

16 ジュニア男子 野島　里玖 日本大学 なし

17 ジュニア男子 小幡　風雅 朝日大学 なし

18 ジュニア男子 谷川　至音 玉川高等学校 あり 福山　恭平

19 ジュニア男子 平田　悠翔 福岡魁誠高等学校 あり 村岡　聡丞

20 ジュニア男子 天内　圭太 田名部高等学校 なし

21 ジュニア男子 石井　豪 東亜学園高等学校 なし

22 ジュニア男子 大西　琳久 三島高等学校 あり 新田　涼平

23 ジュニア男子 才木　良太 水橋高等学校 あり 才木　康寛

24 ジュニア男子 山本　絢士 高知小津高等学校 なし

25 ジュニア男子 佐藤　悠雅 西南学院高等学校 なし

26 ジュニア男子 宮﨑　孝司郎 福岡魁誠高等学校 あり 村岡　聡丞

27 ジュニア男子 渡部　颯良 東亜学園高等学校 なし

28 ジュニア男子 堀　智貴 愛工大名電高校 あり 尾矢　陽太

29 ジュニア男子 岡村　怜音 鹿児島南高校 あり 羽田　光二

30 ジュニア男子 坪田　龍知 埼玉栄高校 なし

31 ジュニア男子 新宮　直将 諫早商業高等学校 あり 松尾　友紀

32 ジュニア男子 石橋　廉大 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

33 ジュニア男子 岩井　晴輝 福岡魁誠高校 あり 村岡　聡丞

34 ジュニア男子 上村　明武 岩国工業高等学校 なし

35 ジュニア男子 青山　剛大 宮崎南高校 あり 本假屋　茜

36 ジュニア男子 岡田　大河 埼玉栄高校 なし

37 ジュニア男子 大北　稜 羽島北高等学校 あり 三島　巧



38 ジュニア男子 安田　輝斗 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

39 ジュニア男子 髙橋　侑杜 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

40 ジュニア男子 浜口　歩 諫早商業高等学校 あり 松尾　友紀

41 ジュニア男子 石川　晴葵 三島高等学校 あり 新田　涼平

42 ジュニア男子 伊藤　羽舷 福岡魁誠高等学校 あり 村岡　聡丞

43 ジュニア男子 柴山　徹 法政大学第二高等学校 なし

44 ジュニア男子 近平　大和 新田高等学校 あり 佐々木　聖

45 ジュニア男子 水戸　ザヴィエルスカイ龍馬 Canadian Academy / Nexus Fencing Club あり 橋本　寛

46 ジュニア男子 Liu　Percival SEISA あり 江村　宏二

47 ジュニア男子 菰田　遼太郎 三島高等学校 あり 新田　涼平

48 ジュニア男子 茶野　友秋 法政大学第二高等学校 なし

49 ジュニア男子 後藤　優太 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

50 ジュニア男子 髙橋　龍聖 三島高等学校 あり 新田　涼平

51 ジュニア男子 古川　昊 鹿児島南高校 あり 古川　正美

52 ジュニア男子 林　蒼大 三島高等学校 あり 新田　涼平

53 ジュニア男子 藤井　遙人 藤井宏樹グループ なし

54 ジュニア男子 ヘフリー　晴之 アスルクラロフェンシングアカデミー あり 長良　将司

55 ジュニア男子 首藤　翼 別府ジュニアフェンシングクラブ あり 首藤　豊繁

56 ジュニア男子 奥井　咲之祐 愛知工業大学名電中学校 あり 尾矢　陽太

57 ジュニア男子 大塚　零生 明石ジュニアフェンシングクラブ あり 大塚　哲也

58 ジュニア男子 山口　李世 法政大学第二高等学校 なし

59 ジュニア男子 津森　志道 東亜学園高等学校 なし

1 ジュニア女子 高橋　千里香 法政大学 なし

2 ジュニア女子 石川　せと 日本大学 なし

3 ジュニア女子 岡原　真琴 専修大学 なし

4 ジュニア女子 山根　妃七 専修大学 なし

5 ジュニア女子 小山　美優 同志社大学 なし

6 ジュニア女子 高橋　ひかり 日本大学 なし

7 ジュニア女子 宮内　唯衣 神奈川県フェンシング協会 なし

8 ジュニア女子 玉利　華奈乃 日本体育大学 なし

9 ジュニア女子 佐藤　めるしい 東京女子体育大学 なし

10 ジュニア女子 鈴木　花野 中央大学 なし

11 ジュニア女子 長屋　美悠 専修大学 なし

12 ジュニア女子 馬場　菜緒 東京女子体育大学 なし

13 ジュニア女子 尾崎　世梨 法政大学 なし

14 ジュニア女子 加賀山　紗玖良 慶應義塾大学 なし

15 ジュニア女子 魚永　幸希 東京女子体育大学 なし

16 ジュニア女子 下村　日奈子 朝日大学 なし



17 ジュニア女子 石川　聖菜 関西学院大学 なし

18 ジュニア女子 中馬　蘭奈 朝日大学 なし

19 ジュニア女子 笹木　咲里 日本大学 なし

20 ジュニア女子 菊地　心和 日本大学 なし

21 ジュニア女子 金子　優衣奈 麹町学園女子高等学校 なし

22 ジュニア女子 東　美来 玉川高等学校 あり 福山　恭平

23 ジュニア女子 村上　愛夢 三島高等学校 あり 新田　涼平

24 ジュニア女子 田村　梨渚 同志社女子中学校・高等学校 あり 山本　啓太

25 ジュニア女子 熊瀬川　慶 本庄高校 なし

26 ジュニア女子 伊藤　花乃 三島高等学校 あり 新田　涼平

27 ジュニア女子 大井　歌乃 三島高等学校 あり 新田　涼平

28 ジュニア女子 平林　七奈子 王子総合高等学校 あり 新井　弘太

29 ジュニア女子 佐伯　菜奈美 三島高等学校 あり 新田　涼平

30 ジュニア女子 谷口　真麻 柳井学園高等学校 あり 山田　諭志

31 ジュニア女子 河野　真央 慶應女子高 あり 江村　宏二

32 ジュニア女子 岡田　亜沙美 柳井学園高等学校 あり 山田　諭志

33 ジュニア女子 中岡　葉月 松山学院 あり 石井　勁伍

34 ジュニア女子 山崎　妃奈乃 渋谷教育学園幕張高等学校 なし

35 ジュニア女子 大島　愛実 埼玉栄高校 なし

36 ジュニア女子 藤本　侑菜 柳井学園高等学校 あり 山田　諭志

37 ジュニア女子 山﨑　萌愛 三島高等学校 あり 新田　涼平

38 ジュニア女子 池田　知優 本庄高校 なし

39 ジュニア女子 駒路　ひかる 鹿児島南高等学校 あり 大坪　昭仁

40 ジュニア女子 織田　優波 新田高等学校 あり 佐々木　聖

41 ジュニア女子 石津　真帆 三島高等学校 あり 新田　涼平

42 ジュニア女子 後藤　千里 高松北高等学校 あり 後藤　正幸

43 ジュニア女子 板橋　香菜子 SEISA あり 江村　宏二

44 ジュニア女子 伊藤　優果 新田高等学校 あり 佐々木　聖

45 ジュニア女子 高嶋　悠衣 加藤学園高等学校 あり 長良　将司

46 ジュニア女子 山口　舞子 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

47 ジュニア女子 中道　怜 同志社女子中学校・高等学校 あり 山本　啓太

48 ジュニア女子 吉岡　美海 新田高等学校 あり 佐々木　聖

49 ジュニア女子 亀井　佑月 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

50 ジュニア女子 加藤　杏実 岐阜各務野高校 あり 小栗　千紗絵

51 ジュニア女子 後藤　碧衣 大分豊府高等学校 あり 大石　峻司

52 ジュニア女子 眞正　樹理 鹿児島南高等学校 なし

53 ジュニア女子 金髙　生幸 愛知工業大学名電中学校 あり 尾矢　陽太

54 ジュニア女子 岡田　彩良 アスルクラロフェンシングアカデミー あり 長良　将司



55 ジュニア女子 肥川　寿々 福岡県フェンシング協会 あり 野元　伸一郎

56 ジュニア女子 大岡　詩苑 愛媛フェンシングクラブ あり 佐々木　聖

57 ジュニア女子 西岡　郁花 愛媛フェンシングクラブ あり 佐々木　聖

58 ジュニア女子 野元　麻央 鹿児島Jr.フェンサーズ あり 野元　健一郎

59 ジュニア女子 イ　サシャ　ユンス SEISA あり 江村　宏二

60 ジュニア女子 孫　エイマ 福岡県フェンシング協会 あり 野元　伸一郎

61 ジュニア女子 西山　晴葵 宮崎ジュニアフェンシングクラブ あり 本假屋　茜

1 シニア男子 宮山　亮 オリエンタル酵母工業株式会社 あり 髙嶋　理紗

2 シニア男子 今井　康友 警視庁フェンシングクラブ あり 島村　智博

3 シニア男子 オキネダヒュー和馬 NEXUS FENCING CLUB あり 橋本　寛

4 シニア男子 吉田　健人 警視庁フェンシングクラブ あり 山本　幸治

5 シニア男子 Burrough　Adam NEXUS FENCING CLUB あり 橋本　寛

6 シニア男子 白井　寛夢 警視庁フェンシングクラブ あり 山本　幸治

7 シニア男子 清水　紀宏 株式会社サイサン なし

8 シニア男子 渡邊　裕斗 ソフトバンク なし

9 シニア男子 星野　剣斗 NEXUS FENCING CLUB あり 橋本　寛

10 シニア男子 松永　健吾 警視庁フェンシングクラブ あり 島村　智博

11 シニア男子 若月　航矢 青森県フェンシング協会 なし

12 シニア男子 水野　智之 慶應義塾大学 なし

13 シニア男子 野村　涼 中央大学 なし

14 シニア男子 清水　崇史 日本大学 なし

15 シニア男子 永松　泰樹 朝日大学 なし

16 シニア男子 留場　智也 朝日大学 なし

17 シニア男子 永田　航 日本大学 なし

18 シニア男子 吉田　多聞 法政大学 あり 新井　弘太

19 シニア男子 小久保　遥斗 中央大学 なし

20 シニア男子 杉本　隆大 日本大学 なし

21 シニア男子 谷下　尚弥 日本体育大学 なし

22 シニア男子 松田　頼弥 日本大学 なし

23 シニア男子 尾矢　陽太 中京大学 なし

24 シニア男子 野中　開 朝日大学 なし

25 シニア男子 中力　亮 日本体育大学 なし

26 シニア男子 水上　映斗 専修大学 なし

27 シニア男子 江村　凌平 中央大学 なし

28 シニア男子 古川　蓮 日本大学 なし

29 シニア男子 杉野　照瑛 日本大学 なし

30 シニア男子 山本　展暉 慶應義塾大学 なし

31 シニア男子 木下　秀信 慶應義塾大学 なし



32 シニア男子 加藤　響 中央大学 なし

33 シニア男子 木村　友哉 日本大学 なし

34 シニア男子 秋谷　隆世 慶應義塾大学 なし

35 シニア男子 小岩　聖那 日本大学 なし

36 シニア男子 平野　颯人 日本大学 なし

37 シニア男子 加藤　颯人 中央大学 なし

38 シニア男子 遠藤　虎太郎 朝日大学 なし

39 シニア男子 北川　裕貴 専修大学 なし

40 シニア男子 山田　翔也 慶應義塾大学 なし

41 シニア男子 田中　智也 早稲田大学 なし

42 シニア男子 山田　海大 慶應義塾大学 なし

43 シニア男子 力武　優斗 中央大学 なし

44 シニア男子 山﨑　翔太 慶應義塾大学 なし

45 シニア男子 加賀　敬浩 慶應義塾大学 なし

46 シニア男子 吉永　隆人 専修大学 なし

47 シニア男子 田内　稜大 中央大学 なし

48 シニア男子 石井　達哉 立教大学 なし

49 シニア男子 井上　厳優 日本大学 なし

50 シニア男子 樋渡　怜大 日本大学 なし

51 シニア男子 小久保　真旺 法政大学 あり 新井　弘太

52 シニア男子 大北　唯斗 日本大学 なし

53 シニア男子 野島　里玖 日本大学 なし

54 シニア男子 小幡　風雅 朝日大学 なし

55 シニア男子 平田　悠翔 福岡魁誠高等学校 なし

56 シニア男子 石井　豪 東亜学園高等学校 なし

57 シニア男子 佐藤　悠雅 西南学院高等学校 なし

58 シニア男子 堀　智貴 愛工大名電高校 あり 尾矢　陽太

59 シニア男子 岡村　怜音 鹿児島南高校 あり 羽田　光二

60 シニア男子 坪田　龍知 埼玉栄高校 なし

61 シニア男子 新宮　直将 諫早商業高等学校 あり 松尾　友紀

62 シニア男子 浜口　歩 諫早商業高等学校 あり 松尾　友紀

63 シニア男子 伊藤　羽舷 福岡魁誠高等学校 あり 村岡　聡丞

64 シニア男子 近平　大和 新田高等学校 あり 佐々木　聖

65 シニア男子 水戸　ザヴィエルスカイ龍馬 Canadian Academy / Nexus Fencing Club あり 土肥　亨二

66 シニア男子 藤井　遙人 藤井宏樹グループ なし

67 シニア男子 ヘフリー　晴之 アスルクラロフェンシングアカデミー あり 長良　将司

68 シニア男子 奥井　咲之祐 愛知工業大学名電中学校 あり 尾矢　陽太

69 シニア男子 津森　志道 東亜学園高等学校 なし



70 シニア男子 武藤  祐哉 法政大学 あり 新井　弘太

1 シニア女子 木村　毬乃 FENCING. なし

2 シニア女子 福島　史帆実 株式会社セプテーニ・ホールディングス なし

3 シニア女子 佐々木　陽菜 全日本空輸株式会社 なし

4 シニア女子 小林　かなえ 三重クラブ なし

5 シニア女子 向江　彩伽 城北信用金庫 なし

6 シニア女子 江村　美咲 立飛ホールディングス なし

7 シニア女子 髙嶋　理紗 オリエンタル酵母工業株式会社 あり 宮山　亮

8 シニア女子 脇田　樹魅 日本女子体育大学 なし

9 シニア女子 雨田　由香 中央大学 なし

10 シニア女子 加藤　怜 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

11 シニア女子 月野　敬子 法政大学 なし

12 シニア女子 山内　今日香 東京女子体育大学 なし

13 シニア女子 原田　渉未 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

14 シニア女子 小山　ゆい 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

15 シニア女子 江頭　麗万 慶應義塾大学 なし

16 シニア女子 吉備　麻里子 朝日大学 なし

17 シニア女子 佐野　佑衣 朝日大学 なし

18 シニア女子 梅北　愛斐 日本大学 なし

19 シニア女子 福田　響生 慶應義塾大学 なし

20 シニア女子 石橋　幸貴 東京女子体育大学 なし

21 シニア女子 菅野　桃子 日本大学 なし

22 シニア女子 黒田　ほのか 早稲田大学 なし

23 シニア女子 徳山　里奈 日本体育大学 なし

24 シニア女子 金子　彩香 朝日大学 なし

25 シニア女子 河村　萌乃 日本大学 なし

26 シニア女子 高橋　千里香 法政大学 なし

27 シニア女子 石川　せと 日本大学 なし

28 シニア女子 岡原　真琴 専修大学 なし

29 シニア女子 山根　妃七 専修大学 なし

30 シニア女子 高橋　ひかり 日本大学 なし

31 シニア女子 宮内　唯衣 神奈川県フェンシング協会 なし

32 シニア女子 玉利　華奈乃 日本体育大学 なし

33 シニア女子 佐藤　めるしい 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

34 シニア女子 鈴木　花野 中央大学 なし

35 シニア女子 馬場　菜緒 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

36 シニア女子 尾崎　世梨 法政大学 なし

37 シニア女子 加賀山　紗玖良 慶應義塾大学 なし



38 シニア女子 魚永　幸希 東京女子体育大学 あり 佐藤　葵

39 シニア女子 下村　日奈子 朝日大学 なし

40 シニア女子 中馬　蘭奈 朝日大学 なし

41 シニア女子 笹木　咲里 日本大学 なし

42 シニア女子 菊地　心和 日本大学 なし

43 シニア女子 金子　優衣奈 麹町女子学園高等学校 なし

44 シニア女子 平林　七奈子 王子総合高等学校 あり 新井　弘太

45 シニア女子 谷口　真麻 柳井学園高等学校 あり 山田　諭志

46 シニア女子 河野　真央 慶應女子高 あり 江村　宏二

47 シニア女子 中岡　葉月 松山学院 なし

48 シニア女子 山崎　妃奈乃 渋谷教育学園幕張高校学校 なし

49 シニア女子 大島　愛実 埼玉栄高校 なし

50 シニア女子 織田　優波 新田高等学校 あり 佐々木　聖

51 シニア女子 後藤　千里 高松北高校 あり 後藤　正幸

52 シニア女子 板橋　香菜子 SEISA あり 江村　宏二

53 シニア女子 伊藤　優果 新田高等学校 あり 佐々木　聖

54 シニア女子 高嶋　悠衣 加藤学園高等学校 あり 長良　将司

55 シニア女子 吉岡　美海 新田高等学校 あり 佐々木　聖

56 シニア女子 金髙　生幸 愛知工業大学名電中学校 あり 尾矢　陽太

57 シニア女子 岡田　彩良 アスルクラロフェンシングアカデミー あり 長良　将司

58 シニア女子 大岡　詩苑 愛媛フェンシングクラブ あり 佐々木　聖

59 シニア女子 西岡　郁花 愛媛フェンシングクラブ あり 佐々木　聖

60 シニア女子 イ　サシャ　ユンス SEISA あり 江村　宏二


