
ジュニア男子エペ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 川村　龍紅 かわむら　りゅうく NPO法人栃木スポーツネット
2 伊藤　遼貴 いとう　はるき エスコラピオス学園海星高等学校

3 山代屋　和史 やましろや　かずし 愛知工業大学

4 山口　倫生 やまぐち　ともき 愛知工業大学名電高等学校

5 弓長　昇主 ゆみなが　たかゆき 愛知工業大学名電高等学校

6 永津　稜麻 ながつ　りょうま 愛知工業大学名電高等学校

7 前田　章斗 まえだ　あきと 愛知工業大学名電高等学校

8 尾池　遥斗 おいけ　はると 愛媛県立三島高等学校

9 鹿志村　拓 かしむら　たく 茨城県立緑岡高等学校

10 高田　琉夢 たかた　りむ 岡山県立西大寺高等学校

11 益田　健太郎 ますだ　けんたろう 岡山県立西大寺高等学校

12 永田　翔 ながた　しょう 岐阜県立大垣養老高等学校

13 山田　雄輝 やまだ　ゆうき 岐阜県立揖斐高等学校

14 黒木　優 くろき　こころ 宮崎県立宮崎南高等学校

15 臼井　康晴 うすい　こうせい 宮城県気仙沼高等学校

16 大矢　颯斗 おおや　はやと 京都産業大学

17 西村　駿佑 にしむら　しゅんすけ 京都府立乙訓高等学校

18 谷渕　祐介 たにぶち　ゆうすけ 京都府立乙訓高等学校

19 荻田　恒靖 おぎた　つねやす 近畿大学

20 武信　佳騎 たけのぶ　よしき 近畿大学

21 中山　友希 なかやま　ともき 熊本県立翔陽高等学校

22 白石　光 しらいし　ひかる 熊本県立翔陽高等学校

23 小林　塁 こばやし　るい 群馬県立沼田高等学校

24 安原　優葵 やすはら　ゆうき 群馬県立沼田高等学校

25 伊藤　海雲 いとう　かいうん 慶應義塾高等学校

26 坂藤　秀昌 さかとう　ひでまさ 慶應義塾高等学校

27 小城　颯人 こじょう　はやと 慶應義塾高等学校

28 和田　大河 わだ　たいが 慶應義塾大学

29 石川　凌雅 いしかわ　りょうが 甲斐清和高等学校

30 甲斐　孝広 かい　たかひろ 甲斐清和高等学校

31 水野　真夏斗 みずの　まなと 香川県立高松北高等学校

32 松田　尚大 まつだ　しょうだい 香川県立高松北高等学校

33 宮田　拓海 みやた　たくみ 高知県立高知南高等学校

34 唐澤　颯斗 からさわ　はやと 埼玉栄高等学校

35 小幡　諭実 おばた　さとみ 埼玉栄高等学校

36 遠藤　優太 えんどう　ゆうた 札幌大谷高等学校

37 中村　敬音 なかむら　たかね 三重県立鳥羽高等学校

38 山川　修平 やまかわ　しゅうへい 三重県立鳥羽高等学校

39 峯田　大空 みねた　だいあ 山形県立米沢興譲館高等学校

40 杉岡　瑞基 すぎおか　みずき 山口県立岩国工業高等学校

41 泉　怜邑 いずみ　れお 山口県立岩国工業高等学校

42 中本　尚志 なかもと　なおし 山口県立岩国工業高等学校

43 下村　祐翔 しもむら　まさと 山口県立岩国工業高等学校

44 篠原　功 しのはら　こう 鹿児島県立鹿児島南高等学校

45 大山　恭右 おおやま　きょうすけ 鹿児島県立鹿児島南高等学校

46 森田　星那 もりた　せな 鹿児島高等学校

47 横山　孝太朗 よこやま　こうたろう 秋田市ジュニアフェンサーズ

48 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

49 小河　勇翔 おがわ　ゆうと 松本第一高等学校

50 岡田　幸一郎 おかだ　こういちろう 上宮高等学校

51 永野　広輝 ながの　こうき 水戸クラブ

52 佐藤　結弥 さとう　ゆうや 星槎国際高等学校川口

53 船越　宥玖 ふなこし　ゆうき 青森県立田名部高等学校

54 洲崎　新太 すざき　あらた 石川クラブ



55 八島　和博 やしま　かずひろ 石川県立松任高等学校

56 笠原　琉希 かさはら　りゅうき 仙台市立仙台高等学校

57 阿部　誠貴 あべ　まさき 仙台市立仙台高等学校

58 八木　陸斗 やぎ　りくと 千葉県立検見川高等学校

59 中澤　正成 なかざわ　まさなり 千葉県立柏陵高等学校

60 大谷　謙介 おおや　けんすけ 専修大学

61 伊藤　海之亮 いとう　うみのすけ 専修大学

62 戸田　成 とだ　なる 早稲田高等学校

63 Chow　Man　Long ちょう　まんろん 早稲田大学

64 幡掛　正剛 はたかけ　せいごう 大阪読売千里クラブ

65 岡本　賢星 おかもと　けんせい 大分県立大分豊府高等学校

66 麻生　知希 あそう　ともき 大分東明高等学校

67 青木　友佑 あおき　ゆうすけ 拓殖大学

68 木内　博哉 きうち　ひろや 中央大学

69 藤澤　大知 ふじさわ　だいち 中央大学

70 鈴木　大陸 すずき　だいち 中央大学

71 山井　敬晴 やまい　いっせい 長崎県立長崎工業高等学校

72 山口　尊仁 やまぐち　たかひと 長崎県立諫早高等学校

73 遠藤　駿斗 えんどう　はやと 島根県立安来高等学校

74 三橋　尚弘 みつはし　なおひろ 東亜学園高等学校

75 高野　留聖 たかの　りゅうせい 東京学館新潟高等学校

76 深見　遼星 ふかみ　りょうせい 東京学館新潟高等学校

77 藤田　聖 ふじた　せい 東京農業大学

78 古橋　諒樹 ふるはし　りょうき 同志社大学

79 西村　拓 にしむら　たく 同志社大学

80 藤原　大二朗 ふじはら　だいじろう 日本体育大学

81 松本　龍 まつもと　りゅう 日本大学

82 酒井　哉瑠 さかい　かなる 日本大学

83 守末　晃侑 もりすえ　こうすけ 不二越工業高校

84 西村　陽希 にしむら　はるき 富山県立富山中部高等学校

85 篠田　真吾 しのだ　しんご 富山県立福岡高等学校

86 菅　凌輔 かん　りょうすけ 兵庫県立星陵高等学校

87 八巻　旭陽 やまき　あさひ 米沢市フェンシングスポーツ少年団

88 村田　一公 むらた　いっこう 米沢中央高等学校

89 大浦　成之 おおうら　なるき 米沢中央高等学校

90 浅海　聖哉 あさみ　せいや 法政大学

91 阿部　航大 あべ　こうだい 法政大学

92 上出　日向 かみで　ひゅうが 法政大学

93 西川　大智 にしかわ　だいち 法政大学

94 安井　琥珀 やすい　こはく 法政大学第二高等学校

95 金子　舜汰 かねこ　しゅんた 北海道大野農業高等学校

96 埋橋　匠 うずはし　たくみ 箕輪中学校

97 髙橋　未楽 たかはし　みらく 立教新座高等学校

98 角坂　大陸 かくさか　りく 立教大学

99 清水　淳弥 しみず　じゅんや 立教大学

100 中﨑　駿太郎 なかざき　しゅんたろう 立教大学

101 金尾　周平 かなお　しゅうへい 立命館大学

102 中田　憲佑 なかた　けんすけ 立命館大学

103 中野　雄斗 なかの　ゆうと 龍谷大学

104 南口　翔 みなみぐち　しょう 和歌山県立和歌山東高等学校

105 山下　数馬 やました　かずま 青山学院大学

106 若尾　将太 わかお　しょうた 青山学院大学

106名


