
第7回全国小学生大会選手名簿（小学５、６年生男子フルーレ） 第7回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生男子フルーレ）

氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな 所属

1 ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO 井下田　ノア一輝 いげた　のあかずき 1 FAE 関口　遥稀 せきぐち　はるき

2 FAE 遠山　竣大 とおやま　しゅんた 2 Haiku フェンシング 坪上　魁里 つぼかみ　かいり

3 NEXUS FENCING CLUB 田代　圭 たしろ　けい 3 NEXUS FENCING CLUB 小橋川　陽輝 こばしかわ　はるき

4 RITZ　FENCING　ACADEMY 田中　悠貴 たなか　ゆうき 4 RITZ　FENCING　ACADEMY 伊藤　湊祐 いとう　そうすけ

5 RITZ　FENCING　ACADEMY 土田　悠人 つちだ　ゆうと 5 RITZ　FENCING　ACADEMY 青山　孟生 あおやま　はるき

6 RITZ　FENCING　ACADEMY 高橋　由宇 たかはし　ゆう 6 RITZ　FENCING　ACADEMY 有薗　皓志 ありぞの　こうし

7 RITZ　FENCING　ACADEMY 渡部　ロミオ わたなべ　ろみお 7 RITZ　FENCING　ACADEMY 大月　アレス おおつき　あれす

8 RITZ　FENCING　ACADEMY 石田　望晟 いしだ　のあ 8 RITZ　FENCING　ACADEMY 小林　照弥 こばやし　てるや

9 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 廣上　瑛士 ひろかみ　あきと 9 RITZ　FENCING　ACADEMY 柳瀬　太郎 やなせ　たろう

10 おおたスポーツアカデミー 和田　颯哉 わだ　そうや 10 RITZ　FENCING　ACADEMY 田中　希 たなか　のぞむ

11 おおたスポーツアカデミー 山田　悠希 やまだ　ゆうき 11 RITZ　FENCING　ACADEMY 中島　ルーカス　慈瑛 なかじま　るーかす　じえい

12 さくらフェンシングクラブ 室伏　広容 むろぶし　ひろかた 12 RITZ　FENCING　ACADEMY 小島　隆寛 こじま　たかひろ

13 さくらフェンシングクラブ 大野　達矢 おおの　たつや 13 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 廣上　結己 ひろかみ　ゆうき

14 ジュニアフェンシング大分 牧　大愛 まき　だいあ 14 SEISA Liu　Gareth りゅー　げりー

15 ジュニアフェンシング大分 矢野　真都 やの　まなと 15 SEISA 岡﨑　彪護 おかざき　ひゅうご

16 スターフェンシングアカデミー 高橋　麗人 たかはし　うると 16 おおたスポーツアカデミー 田中　奏佑 たなか　そうすけ

17 スターフェンシングアカデミー 澤海　光希 そうみ　みつき 17 スターフェンシングアカデミー 三串　元信 みくし　げんしん

18 スターフェンシングアカデミー 本多　怜 ほんだ　れん 18 スターフェンシングアカデミー 本田　誠志郎 ほんだ　せいしろう

19 たるみずフェンシングクラブ 上吹越　晴琉 かみふきごし　はる 19 スターフェンシングアカデミー 植草　義晴 うえくさ　よしはる

20 トゥッティフェンシングクラブ 松田　悠源 まつだ　ゆうげん 20 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 熊谷　瑠偉 くまがい　るい

21 トゥッティフェンシングクラブ 浅間　皇輝 あさま　こうき 21 トゥッティフェンシングクラブ 南　丁 なん　でぃん

22 トゥッティフェンシングクラブ 中田　眞寛 なかた　まひろ 22 トゥッティフェンシングクラブ 新山　諭行 にいやま　ゆあん

23 はしまモア 加藤　良成 かとう　りょうせい 23 みなとフェンシングクラブ 廣瀬　健太郎 ひろせ　けんたろう

24 みなとフェンシングクラブ 井上　孝午 いのうえ　こうご 24 みなとフェンシングクラブ 赤澤　和論 あかざわ　わろん

25 レ・フレール愛媛 曽根　邦盛 そね　くにもり 25 みなとフェンシングクラブ 田中　遥真 たなか　はるま

26 横浜フェンサーズクラブ 川野　豪太 かわの　ごうた 26 みなとフェンシングクラブ 石原　慎一郎 いしはら　しんいちろう

27 岡山少年クラブ 松崎　光惺 まつざき　こうせい 27 みなとフェンシングクラブ 上原　曹正 うえはら　そうま

28 河南町フェンシングクラブ 渡辺　裕 わたなべ　たすく 28 みなとフェンシングクラブ 牛山　伊之助 うしやま　いのすけ

29 柿の木台スケルマ 石田　英優 いしだ　ひでまさ 29 ワセダクラブ 町田　桔平 まちだ　きっぺい

30 関西国際学園 本岡　瑛翔 もとおか　えいと 30 ワセダクラブ 三澤　幸円 みさわ　こうえん

31 京都きっず 河邊　大晟 かわべ　たいせい 31 ワセダクラブ 兼松　帰一 かねまつ　きいち

32 京都フューチャーフェンシングクラブ 飯村　要 いいむら　かなめ 32 ワセダクラブ 西澤　伶衣 にしざわ　れい

33 京都フューチャーフェンシングクラブ 橋本　惇太郎 はしもと　しゅんたろう 33 横浜フェンサーズクラブ 堺沢　有 さかいざわ　ゆう

34 香川ジュニアフェンシングクラブ 奥山　塁 おくやま　るい 34 横浜フェンサーズクラブ 関　陽悠 せき　はるひさ

35 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　悠汰 かわ　ゆうた 35 横浜フェンサーズクラブ 山下　理生 やました　りき

36 合川フェンシングクラブ 富樫　人道 とがし　ひとみち 36 光ヶ丘フェンシングクラブ 高野　航生 たかの　こうき

37 合川フェンシングクラブ 藤田　真惺 ふじた　しんせい 37 香川ジュニアフェンシングクラブ 馬場　隆之進 ばば　りゅうのしん

38 佐賀ジュニアクラブ 淵　要介 ふち　ようすけ 38 高崎クラブ 齊藤　雅大 さいとう　まさひろ

39 札幌クラブ 荒尾　尚麻 あらお　しょうま 39 埼玉エスクリム 金井　郷 かない　ごう

40 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 鎌田　悠伸 かまた　ゆうしん 40 埼玉エスクリム 友部　颯士 ともべ　はやと

41 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 萱島　蒼一朗 かやしま　そういちろう 41 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 羽田　仁哉 はた　じんや

42 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 上治　陽太 うえじ　ひなた 42 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 二宮　脩仁 にのみや　しゅうじ

43 鹿児島フェンシングアカデミー 川井田　暁 かわいだ　あきら 43 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 安武　将仁 やすたけ　まさと

44 秋田市ジュニアフェンサーズ 堀井　東晟 ほりい　さきせい 44 小金井フェンシングクラブ 石原　漣 いしはら　れん

45 松山ジュニアフェンシングクラブ 森本　凌成 もりもと　りせ 45 小金井フェンシングクラブ A　E　R　T　A　I　A　O　L　E あるたい　おる

46 沼津フェンシングクラブ 木村　泰悠 きむら　やすはる 46 松山ジュニアフェンシングクラブ 塘田　新 ともだ　あらた

47 沼津フェンシングクラブ 土屋　碧人 つちや　おあと 47 沼津フェンシングクラブ 木村　詩斗 きむら　しと

48 沼津フェンシングクラブ 斉藤　大翔 さいとう　やまと 48 沼田フェンシングクラブ 宮田　壮祐 みやた　そうすけ

49 沼田フェンシングクラブ 佐伯　真 さえき　まお 49 沼田フェンシングクラブ 金井　駿平 かない　しゅんぺい

50 沼田フェンシングクラブ 鳥島　一剣 とりしま　いはや 50 水戸クラブ 永野　龍生 ながの　りき

51 沼田フェンシングクラブ 滝沢　彪太 たきざわ　ひゅうた 51 杉並ジュニアＦＴ 桐山　怜士 きりやま　りょうと

52 沼田フェンシングクラブ 青木　大河 あおき　たいが 52 杉並ジュニアＦＴ 東野　颯馬 ひがしの　そうま

53 水戸クラブ 寺田　幹 てらだ　もとき 53 青山クラブ 柳川　怜生 やながわ　れお

54 杉並ジュニアＦＴ 安西　笙真 あんざい　しょうま 54 仙台フェンシングクラブ 岡本　壱佳 おかもと　いちか

55 青山クラブ 畑　雄太 はた　ゆうた 55 仙台フェンシングクラブ 佐々木　雄世 ささき　ゆうせい

56 大垣クラブ 米山　怜旺 よねやま　れおん 56 千葉市フェンシング協会 天野　瑛斗 あまの　えいと

57 大垣クラブ 平墳　葵温 ひらつか　りおん 57 川俣町フェンシングスポーツ少年団 髙木　健成 たかぎ　けんせい

58 大垣クラブ 渡辺　陽成 わたなべ　ようせい 58 大垣クラブ 米山　颯倭 よねやま　そうわ

59 大垣クラブ 臼井　俊太朗 うすい　しゅんたろう 59 大穴フェンシングクラブ 八木　紳太郎 やぎ　しんたろう

60 大阪読売千里クラブ 田島　健裕 たじま　けんゆう 60 大穴フェンシングクラブ 丸山　一輝 まるやま　いっき

61 長野ジュニアＦＣ 原　悠葵 はら　ゆうき 61 大穴フェンシングクラブ 豊島　玲央 とよしま　れお

62 鳥羽フェンシングクラブ 稲葉　光 いなば　ひかる 62 津フェンシングクラブ 川添　碧月 かわぞえ　みつき

63 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 村田　碧翔 むらた　あおと 63 東京ガーデンフェンシングクラブ 外賀　桜祐 げか　おうすけ

64 津・みえFC 長嶋　翼 ながしま　つばさ 64 東京ガーデンフェンシングクラブ 益子　雄一郎 ましこ　ゆういちろう

65 東かがわジュニアフェンシングクラブ 山下　直太朗 やました　なおたろう 65 東京フェンシングスクール 吉川　匠 きっかわ　たくみ

66 東京ガーデンフェンシングクラブ 前田　将志 まえだ　まさし 66 東京フェンシングスクール 荒木　櫂偉 あらき　かい

67 東京ガーデンフェンシングクラブ 齋藤　柊羽 さいとう　しゅう 67 東京フェンシングスクール 荒木　圭偉 あらき　けい

68 南箕輪わくわくクラブ 原　悠真 はら　ゆうま 68 東京フェンシングスクール 藤井　偉央 ふじい　いお

69 富山パレスフェンシングクラブ 丸山　颯大 まるやま　そうだい 69 八王子フェンシングクラブ 島村　大翔 しまむら　まさと

70 富山パレスフェンシングクラブ 池上　叶人 いけがみ　かなと 70 福山フェンシングクラブ 小野　聖一朗 おの　せいいちろう

71 米沢市フェンシングスポーツ少年団 岡村　風我 おかむら　ふうが 71 福山フェンシングクラブ 杉原　壮祐 すぎはら　そうすけ

72 明石ジュニアフェンシングクラブ 髙橋　航佑 たかはし　こうすけ 72 福山フェンシングクラブ 甲斐　蒼大 かい　そうた

73 明石ジュニアフェンシングクラブ 後藤　満天 ごとう　みつひろ 73 明石ジュニアフェンシングクラブ 水戸　りひと みと　りひと

74 和歌山エスクリムズ 竹山　悠仁 たけやま　ゆうじん 74 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 榎本　楓大 えのもと　ふうた

75 和歌山エスクリムズ 西端　雅 にしばた　みやび 75 合川フェンシングクラブ 石澤　一颯 いしざわ　いぶき

76 川俣町フェンシングスポーツ少年団 佐藤　柚希 さとう　ゆずき 75名

76名

第7回全国小学生大会選手名簿（女子エペ）

所属 氏名 ふりがな

1 NPO法人栃木スポーツネット 栃木　緋奈 とちぎ　ひな 第7回全国小学生大会選手名簿（女子サーブル）

2 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 國弘　楓 くにひろ　かえで 所属 氏名 ふりがな

3 はしまモア 山田　椛暖 やまだ　かのん 1 おおたスポーツアカデミー 木村　娃玖愛 きむら　あくあ

4 はしまモア 石原　こころ いしはら　こころ 2 はしまモア 宮崎　璃子 みやざき　りこ

5 ワセダクラブ 冨澤　悠記 とみざわ　ゆき 3 SEISA カラス　仁暖 からす　にのん

6 光ヶ丘フェンシングクラブ 樅木　花奈 もみき　かな 4 SEISA 笹川　莉花 ささかわ　りか

7 光ヶ丘フェンシングクラブ 原田　梨央 はらだ　りお 5 ワセダクラブ 江上　はな えがみ　はな

8 埼玉エスクリム 篠島　果穂 ささじま　かほ 6 東京ガーデンフェンシングクラブ 外賀　那乃羽 げか　なのは

9 沼田フェンシングクラブ 井上　雅菜実 いのうえ　まなみ 7 NEXUS FENCING CLUB 井島　詩歩 いじま　しほ

10 沼田フェンシングクラブ 河野　葉月 かわの　はづき 8 八王子フェンシングクラブ 及川　あゆむ おいかわ　あゆむ

11 長野ジュニアＦＣ 小池　琴音 こいけ　ことね 9 香川ジュニアフェンシングクラブ 木村　恵唯 きむら　けい

12 長野ジュニアＦＣ 小溝　あい こみぞ　あい 10 東京ガーデンフェンシングクラブ 下平　美雪 しもだいら　みゆき

13 農大常磐松ジュニアフェンシングクラブ 磯　瑛理奈 いそ　えりな 10名

14 福山フェンシングクラブ 杉原　璃音 すぎはら　りお

14名

第7回全国小学生大会「第1日」



第7回全国小学生大会選手名簿（小学５、６年生女子フルーレ） 第7回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生女子フルーレ）

所属 氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな

1 enfantdesoleil 伴　優月 ばん　ゆづき 1 FAE 冨田　優良 とみだ　ゆら

2 FAE 加藤　あこ かとう　あこ 2 Kiri.Jr.フェンシングチーム 河村　妃夏乃 かわむら　ひなの

3 J.F.U 瓜生　夏々 うりゅう　なな 3 NEXUS FENCING CLUB 田代　ゆう たしろ　ゆう

4 Kiri.Jr.フェンシングチーム 長畑　和暖 ながはた　かのん 4 NEXUS FENCING CLUB 阿部　璃麗 あべ　るい

5 NEXUS FENCING CLUB 富田　咲羽 とみた　さわ 5 NPO法人栃木スポーツネット 前田　夏芽 まえだ　なつめ

6 NPO法人栃木スポーツネット 栃木　結奈 とちぎ　ゆな 6 RITZ　FENCING　ACADEMY 細田　優輝乃 ほそだ　ゆきの

7 RITZ　FENCING　ACADEMY 田井　慶音 たい　けいと 7 おおたスポーツアカデミー 木村　伶 きむら　れい

8 RITZ　FENCING　ACADEMY クリムキ　美亜　ローズ くりむき　みあ　ろーず 8 トゥッティフェンシングクラブ 原口　花蓮 はらぐち　かれん

9 RITZ　FENCING　ACADEMY 友利　葉奈 ともり　はな 9 はしまモア 矢橋　暖望 やばし　のの

10 RITZ　FENCING　ACADEMY 増子　一愛 ましこ　いちか 10 はしまモア 宮崎　咲羽 みやざき　さわ

11 いわきフェンシングスポーツ少年団 小野塚　生 おのつか　あるび 11 一関フェンシングスポーツ少年団 田村　葵 たむら　あおい

12 ジュニアフェンシング大分 小野　笑瑠 おの　えみる 12 一関フェンシングスポーツ少年団 畠山　留可 はたけやま　るか

13 ジュニアフェンシング大分 石川　愛瑚 いしかわ　あこ 13 横浜フェンサーズクラブ 堺沢　千代 さかいざわ　ちよ

14 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 羽石　祐丹 はねいし　ゆに 14 横浜フェンサーズクラブ 坂蒔　希実 さかまき　のぞみ

15 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 鈴木　萌々子 すずき　ももこ 15 関西国際学園 中野　愛麗 なかの　あいる

16 たるみずフェンシングクラブ 大薗　心乃 おおぞの　この 16 関西国際学園 坂田　怜心 さかた　れみ

17 はしまモア 後藤　結衣 ごとう　ゆい 17 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 福留　妃奈乃 ふくどめ　ひなの

18 はしまモア 石黒　莉愛 いしぐろ　りいな 18 香川ジュニアフェンシングクラブ 木村　倖萌 きむら　こうめ

19 はしまモア 三輪　楓華 みわ　ふうか 19 香川ジュニアフェンシングクラブ 山畑　歌子 やまはた　うたこ

20 はしまモア 高木　苺呂 たかぎ　いちろ 20 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 脇　瀬奈 わき　せな

21 みなとフェンシングクラブ 柳澤　真愛 やなざわ　まお 21 沼田フェンシングクラブ 小林　ひな こばやし　ひな

22 みなとフェンシングクラブ 川名　れいら かわな　れいら 22 沼田フェンシングクラブ 小嶌　莉央 こじま　りお

23 ワセダクラブ 申　愛梨 しん　えり 23 水戸クラブ 川口　友里 かわぐち　ゆり

24 河内ＪＦＣ 岩佐　葵 いわさ　あおい 24 大穴フェンシングクラブ 根本　美哉 ねもと　みや

25 河内ＪＦＣ 菊池　舞衣 きくち　まい 25 東京フェンシングスクール 中村　新依 なかむら　にいよ

26 柿の木台スケルマ 川村　ゆら かわむら　ゆら 26 福岡県フェンシング協会 伊森　京夏 いもり　きょうか

27 関西国際学園 田中　桔京 たなか　ききょう 27 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 田广　小晴 たま　こはる

28 岩国ジュニアフェンシングクラブ 七五三　心夏 しめ　こなつ 27名

29 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 臼井　莉紗 うすい　りさ

30 京都きっず 森　柚花 もり　ゆずは 第7回全国小学生大会選手名簿（男子サーブル）

31 京都フューチャーフェンシングクラブ 延尾　夏音 のぶお　なつね 所属 氏名 ふりがな

32 香川ジュニアフェンシングクラブ 山畑　花乃子 やまはた　かのこ 1 BDP NFC 殷　東輝 いん　とうき

33 埼玉エスクリム 増田　心美 ますだ　ここみ 2 BDP NFC 市山　龍之介 いちやま　りゅうのすけ

34 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石津　愛美 いしず　まなみ 3 NEXUS FENCING CLUB 西貝　一茶 にしがい　いっさ

35 秋田市ジュニアフェンサーズ 伊藤　舞 いとう　まい 4 NEXUS FENCING CLUB 中尾　斐斗 なかお　あやと

36 沼津フェンシングクラブ 加藤　もなみ かとう　もなみ 5 NEXUS FENCING CLUB 横村　斉 よこむら　いつき

37 沼津フェンシングクラブ 佐野　綾音 さの　あやね 6 NEXUS FENCING CLUB 河田　健登 かわだ　けんと

38 沼田フェンシングクラブ 山﨑　こと乃 やまざき　ことの 7 アスルクラロフェンシングアカデミー 小林　慶一郎 こばやし　けいいちろう

39 沼田フェンシングクラブ 志賀　結月 しが　ゆづき 8 アスルクラロフェンシングアカデミー 長良　樹 ながら　いつき

40 水戸クラブ ポーワット　カンデイ　愛菜 ぽーわっと　かんでい　あいな 9 アスルクラロフェンシングアカデミー 佐藤　海成 さとう　かいせい

41 杉並ジュニアＦＴ 石郷岡　礼紗 いしごおおか　らいさ 10 アスルクラロフェンシングアカデミー 間庭　春日 まにわ　はるひ

42 石川ジュニアフェンシングクラブ 荒地　彩衣 あらち　さえ 11 ジュニアフェンシング大分 衛藤　主税 えとう　ちから

43 大穴フェンシングクラブ 浜田　あい はまだ　あい 12 はしまモア 馬淵　朝日 まぶち　あさひ

44 東京フェンシングスクール 白石　瑠花 しらいし　るか 13 フェンシングステージ 畠山　海威 はたけやま　かい

45 南箕輪わくわくクラブ 春田　心音 はるた　ここね 14 ワセダクラブ 西澤　伶王 にしざわ　れお

46 福岡県フェンシング協会 田中　麻莉奈 たなか　まりな 15 愛媛フェンシングクラブ 小林　歩叶 こばやし　あると

47 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 新田　美亜紀 にった　みあき 16 愛媛フェンシングクラブ 高橋　星太 たかはし　せいた

48 東京OHMEフェンシングクラブ軽部　幸乃 かるべ　ゆきの 17 愛媛フェンシングクラブ 田原　拓実 たはら　たくみ

49 フェンシングステージ 石田　聖奈 いしだ　せいな 18 広瀬町フェンシングクラブ 椿　流空 つばき　るあ

50 青山クラブ 守屋　アオサ もりや　あおさ 19 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　巧汰 かわ　こうた

50名 20 沼田フェンシングクラブ 柳　翔吾 やなぎ　しょうご

21 川俣町フェンシングスポーツ少年団 田代　凌雅 たしろ　りょうが

第7回全国小学生大会選手名簿（男子エペ） 22 川俣町フェンシングスポーツ少年団 大澤　与朗 おおさわ　よしろう

所属 氏名 ふりがな 23 東京ガーデンフェンシングクラブ 杉山　宗佑 すぎやま　そうすけ

1 IWATAFENCINGCLUB 鈴木　啓斗 すずき　けいと 24 東京ガーデンフェンシングクラブ 金刺　慶一郎 かなざし　けいいちろう

2 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 高井　秀 たかい　しゅう 25 東京ガーデンフェンシングクラブ 中山　賢豪 なかやま　けんご

3 おおたスポーツアカデミー 加藤　颯希 かとう　さつき 26 福島クラブ 津田　義仁 つだ　よしひと

4 サマディフェンシング倶楽部 東海　しょうう とうみ　しょうう 26名

5 はしまモア 石原　健成 いしはら　たける

6 はしまモア 山下　翔生 やました　しょうき

7 はしまモア 山田　悠太朗 やまだ　ゆうたろう

8 関西国際学園 内田　理智 うちだ　りさと

9 高崎クラブ 砂山　煌輝 すなやま　こうき

10 埼玉エスクリム 佐藤　大地 さとう　だいち

11 松山ジュニアフェンシングクラブ 塘田　大晴 ともだ　たいせい

12 杉並ジュニアＦＴ 鈴木　諒 すずき　りょう

13 青山クラブ 日浦　維吹 ひうら　いぶき

14 石川ジュニアフェンシングクラブ リンアイゼン　ルカなつ綺 りんあいぜん　るかなつき

15 中京大学Ｊｒ． 岩本　玖龍 いわもと　くりゅう

16 長野ジュニアＦＣ 遠藤　大雅 えんどう　たいが

17 長野ジュニアＦＣ 五味　愛翔 ごみ　まなと

18 長野ジュニアＦＣ 成沢　優輝 なりさわ　ゆうき

19 長野ジュニアＦＣ 本橋　幸丸 もとはし　ゆきまる

20 鳥羽フェンシングクラブ 宮浜　嘉惟 みやはま　かい

20名

第7回全国小学生大会「第2日」


