
ジュニア男子フルーレ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 田中　拓進 たなか　たくしん isco fencing club
2 吉田　智哉 よしだ　ともや エスコラピオス学園海星高等学校

3 吉田　泰智 よしだ　たいち エスコラピオス学園海星中学校

4 石橋　遼大 いしばし　はると はしまモア

5 上出　桐 かみで　きり みなとフェンシングクラブ

6 曽根　岳三 そね　がくさん レ・フレール愛媛

7 前田　航希 まえだ　こうき 愛知工業大学

8 井原　佑介 いはら　ゆうすけ 愛知工業大学

9 山家　大輝 やまいえ　だいき 愛知工業大学

10 河村　一摩 かわむら　かずま 愛知工業大学名電高等学校

11 杉浦　敬祐 すぎうら　けいすけ 愛知工業大学名電高等学校

12 長谷川　力玖 はせがわ　りく 愛知工業大学名電中学校

13 星川　友弥 ほしかわ　ともや 愛媛県立三島高等学校

14 ロレンツォーニ　ダビデ凌河 ろれんつぉーに　だびでりょうが 横浜インターナショナルスクール

15 高橋　康希 たかはし　こうき 横浜商科大学高等学校

16 坂口　駿斗 さかぐち　はやと 横浜商科大学高等学校

17 長江　諒太 ながえ　りょうた 岡山県立西大寺高等学校

18 別所　弘都 べっしょ　ひろと 岡山県立西大寺高等学校

19 関本　祐大 せきもと　ゆうた 開新高等学校

20 安藤　壮司 あんどう　そうし 関西学院大学

21 吉田　晃大 よしだ　こうた 関西学院大学

22 伊藤　真吾 いとう　しんご 関西大学

23 武藤　樹弥 むとう　みきや 岩国ジュニアフェンシングクラブ

24 北川　虎侑 きたがわ　こう 岐阜県立大垣南高等学校

25 福田　亮介 ふくだ　りょうすけ 岐阜県立大垣南高等学校

26 高橋　橙生 たかはし　とうい 岐阜県立大垣南高等学校

27 清水　蒼太 しみず　そうた 宮崎県立宮崎南高等学校

28 川村　海以 かわむら　かい 宮城県気仙沼高等学校

29 酒井　康佑 さかい　こうすけ 宮城県仙台第一高等学校

30 福岡　颯人 ふくおか　はやと 熊本県立翔陽高等学校

31 山口　翔大 やまぐち　しょうだい 熊本県立翔陽高等学校

32 峰岸　佳吾 みねぎし　けいご 群馬県立沼田高等学校

33 土肥　駿介 どい　しゅんすけ 慶應義塾大学

34 布施　慶馬 ふせ　けいま 慶應義塾大学

35 桐谷　駿輔 きりたに　しゅんすけ 慶應義塾大学

36 田中　克樹 たなか　かつき 甲斐清和高等学校

37 大前　篤史 おおまえ　あつし 香川県立高松北高等学校

38 石橋　臣都 いしばし　おみと 香川県立高松北高等学校

39 阿南　一眞 あなん　かづま 香川県立高松北高等学校

40 松本　朔 まつもと　さく 高崎商科大学附属高等学校

41 髙橋　伯来 たかはし　はく 札幌大谷高等学校

42 沢村　一樹 さわむら　かずき 山形県立山形東高等学校

43 櫻井　快仁 さくらい　かいと 山形県立米沢興譲館高等学校

44 山崎　兼信 やまさき　けんしん 山口県立岩国工業高等学校

45 三浦　知哉 みうら　ともや 自由ヶ丘学園高等学校

46 鎌田　晃成 かまた　こうせい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

47 上京田　陽海 かみきょうだ　はるか 鹿児島高等学校



48 町田　獅月 まちだ　しづき 鹿児島高等学校

49 菅原　陸 すがわら　りく 秋田県立秋田北鷹高等学校

50 三浦　悠成 みうら　ゆうせい 秋田県立秋田北鷹高等学校

51 佐野　直太朗 さの　なおたろう 沼津フェンシングクラブ

52 安達　奏人 あだち　かなと 上三川フェンシングクラブ

53 佐野　颯人 さの　はやと 新潟県立新潟高等学校

54 山田　太郎 やまだ　たろう 神宮前フェンシングクラブ

55 石井　勇多 いしい　ゆうた 水戸葵陵高等学校

56 見目　宏介 けんもく　こうすけ 水戸葵陵高等学校

57 安田　和真 やすだ　かずま 清風中学校･高等学校

58 畑中　滉人 はたなか　あきと 青森県立田名部高等学校

59 山田　拓武 やまだ　ひろむ 青森県立田名部高等学校

60 関谷　拓実 せきや　たくみ 静岡県立沼津西高等学校

61 荒井　大和 あらい　やまと 石川県立金沢伏見高等学校

62 米倉　尚輝 よねくら　なおき 仙台城南高等学校

63 黒澤　塁 くろさわ　るい 千葉県立国府台高等学校

64 猪狩　つばさ いがり　つばさ 専修大学

65 小貫　暁人 おぬき　あきひと 専修大学

66 小野　凌駕 おの　りょうが 大阪読売千里クラブ

67 川邉　太郎 かわべ　たろう 大分県立大分豊府高等学校

68 永松　勇太 ながまつ　ゆうた 大分県立別府翔青高等学校

69 中村　健人 なかむら　けんと 拓殖大学

70 吉弘　航平 よしひろ　こうへい 中央大学

71 山口　改 やまぐち　あらた 中央大学

72 馬場　俊輔 ばば　しゅんすけ 中央大学

73 谷尾　愁斗 たにお　しゅうと 朝日大学

74 大塚　昂輝 おおつか　こうき 朝日大学

75 阿部　陽馬 あべ　はるま 朝日大学

76 品川　聖也 しながわ　せいや 朝日大学

77 光永　翔 みつなが　しょう 朝日大学

78 四元　暖 よつもと　ひなた 長崎ジュニアナイト

79 隂平　尚弥 かげひら　なおや 長崎県立諫早商業高等学校

80 保科　幸作 ほしな　こうさく 長野県伊那北高等学校

81 中村　駿太 なかむら　しゅんた 長野県箕輪進修高等学校

82 川井　誠司 かわい　せいじ 島根県立安来高等学校

83 荒井　欧祐 あらい　おうすけ 東亜学園高等学校

84 南雲　聖弥 なぐも　せいや 東京学館新潟高等学校

85 大野　潤平 おおの　じゅんぺい 同志社大学

86 遠藤　恒樹 えんどう　こうき 同志社大学

87 土澤　悠貴 つちさわ　ゆうき 栃木県立宇都宮南高等学校

88 佐野　航琉 さの　わたる 日本体育大学

89 大矢　凌太郎 おおや　りょうたろう 日本体育大学

90 坪　颯馬 つぼ　そうま 日本体育大学

91 鈴木　嵩晟 すずき　たかなり 日本体育大学

92 三好　貫太 みよし　かんた 日本体育大学

93 伊藤　謙伸 いとう　けんしん 日本体育大学

94 小﨑　一磨 こさき　かずま 日本大学

95 勅使河原　明日架 てしがわら　あすか 日本大学

96 内ケ崎　良磨 うちがさき　りょうま 日本大学

97 岸川　拓夢 きしかわ　たくむ 日本大学



98 濵崎　隼十 はまさき　はやと 富山県立水橋高等学校

99 藤野　正真 ふじの　しょうま 富山県立富山西高等学校

100 菅野　晴貴 かんの　はるき 福島県立川俣高等学校

101 渡部　侑磨 わたなべ　ゆうま 福島県立川俣高等学校

102 板倉　幸祐 いたくら　こうすけ 兵庫県立星陵高等学校

103 蒔田　海里 まきた　かいり 兵庫県立星陵高等学校

104 島内　遥大 しまうち　はると 法政大学

105 太田　拓輝 おおた　ひろき 法政大学

106 西口　泰嵩 にしぐち　やすたか 法政大学

107 林　祥蓮 はやし　しょうれん 法政大学

108 原　秀輔 はら　しゅうすけ 北杜市立甲陵高等学校

109 堀部　聖太 ほりべ　しょうた 明治大学

110 森　大翔 もり　ひろと 明治大学

111 橋本　祥英 はしもと　しょうえい 立教新座高等学校

112 増田　光 ますだ　ひかる 立教新座高等学校

113 木村　公祐 きむら　こうすけ 立教新座高等学校

114 中尾　豪太 なかお　ごうた 立教新座中学校

115 髙田　恭成 たかだ　やすなり 立命館大学

116 西村　啓佑 にしむら　けいすけ 立命館大学

117 笹山　実郷 ささやま　みのり 龍谷大学

118 飯村　一輝 いいむら　かずき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

119 小林　麟太朗 こばやし　りんたろう 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

120 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

121 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

122 菊元　雪 きくもと　ゆき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

123 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

124 森田　浩彰 もりた　ひろあき 和歌山県立和歌山北高等学校

125 林　大翔 はやし　たいと 和歌山県立和歌山北高等学校

126 馬場　柊汰 ばば　しゅうた 青山学院大学

126名


