
カデ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 加藤　琉亜 かとう　るあ Kiri.Jr.フェンシングチーム
3 坂口　煌希 さかぐち　こうき Kiri.Jr.フェンシングチーム
4 千葉　忠輝 ちば　あつき NEXUS FENCING CLUB
5 鈴木　哲矢 すずき　てつや NEXUS FENCING CLUB
6 栃木　舜也 とちぎ　しゅんや NPO法人栃木スポーツネット
7 岡本　佑介 おかもと　ゆうすけ RITZ　FENCING　ACADEMY
8 斎藤　圭吾 さいとう　けいご アプルス

9 鈴木　悠斗 すずき　ゆうと アプルス

10 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

11 吉田　泰智 よしだ　たいち エスコラピオス学園海星中学校

12 河野　拓海 かわの　たくみ ジュニアフェンシング大分

13 久士目　翼 くしめ　つばさ ジュニアフェンシング大分

14 石橋　遼大 いしばし　はると はしまモア

15 金城　瞬人 かなしろ　しゅんと はしまモア

16 上出　桐 かみで　きり みなとフェンシングクラブ

17 曽根　岳三 そね　がくさん レ・フレール愛媛

18 杉浦　敬祐 すぎうら　けいすけ 愛知工業大学名電高等学校

19 長谷川　力玖 はせがわ　りく 愛知工業大学名電中学校

20 林川　琉偉 はやしかわ　るい 愛知工業大学名電中学校

21 井原　悠斗 いはら　ゆうと 愛媛県立三島高等学校

22 星川　友弥 ほしかわ　ともや 愛媛県立三島高等学校

23 阿部　大雅 あべ　たいが 一関フェンシングスポーツ少年団

24 加藤　那琉 かとう　なる 横浜商科大学高等学校

25 阿部　大真 あべ　だいま 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

26 阿部　央真 あべ　おうま 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

27 関本　祐大 せきもと　ゆうた 開新高等学校

28 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

29 野村　健心 のむら　けんしん 岩国ジュニアフェンシングクラブ

30 武田　大和 たけだ　やまと 岩手県立北上翔南高等学校

31 高橋　橙生 たかはし　とうい 岐阜県立大垣南高等学校

32 田内　渓 たうち　けい 岐阜県立大垣南高等学校

33 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

34 小坂　拓三 こさか　たくみ 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ

35 伊久良　志音 いくら　しおん 宮崎県立宮崎南高等学校

36 相澤　柊太 あいざわ　しゅうた 宮城県仙台第三高等学校

37 鈴木　凌太 すずき　りょうた 宮城県仙台第三高等学校

38 高橋　侑大 たかはし　ゆうだい 京都府立乙訓高等学校

39 緒方　崚 おがた　りょう 熊本県立翔陽高等学校

40 光永　悠太 みつなが　ゆうた 熊本県立翔陽高等学校

41 萩原　嵩造 はぎわら　しゅうぞう 慶應義塾湘南藤沢高等部

42 福島　暖大 ふくしま　ひなた 光ヶ丘フェンシングクラブ

43 横田　和馬 よこた　かずま 向陽中学校

44 高椋　董依 たかむく　とうい 甲斐清和高等学校

45 田中　克樹 たなか　かつき 甲斐清和高等学校

46 阿南　一眞 あなん　かづま 香川県立高松北高等学校

47 山地　琉生 やまじ　るい 香川県立高松北高等学校



48 松本　朔 まつもと　さく 高崎商科大学附属高等学校

49 金井　龍河 かない　りゅうが 高崎商科大学附属高等学校

50 淵　拓斗 ふち　たくと 佐賀県立佐賀商業高等学校

51 澤野　爽芯 さわの　そうしん 佐賀県立佐賀西高等学校

52 金光　顕 かねみつ　けん 埼玉栄高等学校

53 阿部　磨郁 あべ　まいく 札幌大谷中学校

54 中村　柾春 なかむら　まさはる 札幌大谷中学校

55 光川　眞生 みつかわ　まは 札幌大谷中学校

56 江崎　蒼一朗 えざき　そういちろう 三重県立伊勢高等学校

57 羽田　光洋 はた　こうよう 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
58 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

59 鎌田　晃成 かまた　こうせい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

60 南郷　伊吹 なんごう　いぶき 鹿児島県立鹿児島南高等学校

61 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

62 津谷　龍星 つや　りゅうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ

63 夏井　優 なつい　まさる 秋田市ジュニアフェンサーズ

64 湯浅　柊哉 ゆあさ　しゅうや 上宮学園中学校

65 福山　寛太 ふくやま　かんた 上宮学園中学校

66 安達　奏人 あだち　かなと 上三川フェンシングクラブ

67 水落　成海 みずおち　なるみ 新潟県立新潟高等学校

68 山田　次郎 やまだ　じろう 神宮前フェンシングクラブ

69 庄司　光太朗 しょうじ　こうたろう 水戸葵陵高等学校

70 榎本　藏人 えのもと　くらんど 青山学院中等部

71 角　柊太郎 かど　しゅうたろう 石川ジュニアフェンシングクラブ

72 加藤　空芽 かとう　くうが 石川県立金沢錦丘高等学校

73 赤石　弘大 あかいし　こうだい 千葉県立東葛飾高等学校

74 和田　大世 わだ　たいせい 川俣町フェンシングスポーツ少年団

75 八塚　奏音 やつづか　かなと 川俣町フェンシングスポーツ少年団

76 石川　陸斗 いしかわ　りくと 速星中学校

77 牧野　正嗣 まきの　まさつぐ 大垣クラブ

78 小野　凌駕 おの　りょうが 大阪読売千里クラブ

79 白男川　瞬 しらおがわ　しゅん 大阪読売千里クラブ

80 佐藤　一樹 さとう　かずき 大分県立大分豊府高等学校

81 永松　勇太 ながまつ　ゆうた 大分県立別府翔青高等学校

82 四元　暖 よつもと　ひなた 長崎ジュニアナイト

83 横石　青空 よこいし　あおぞら 長崎県立長崎工業高等学校

84 清水　星羽 しみず　せいわ 長崎県立諫早商業高等学校

85 中村　晴 なかむら　はる 長野県伊那北高等学校

86 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

87 椿　琉衣 つばき　るい 島根クラブ

88 椿　樂 つばき　らく 島根県立松江工業高等学校

89 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・中等部

90 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・中等部

91 安達　空 あだち　そら 東京学館新潟高等学校

92 林　正太郎 はやし　しょうたろう 徳島文理高等学校

93 土澤　悠貴 つちさわ　ゆうき 栃木県立宇都宮南高等学校

94 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

95 菅野　晴貴 かんの　はるき 福島県立川俣高等学校

96 田畑　孝賢 たばた　こうけん 米沢市フェンシングスポーツ少年団

97 清原　崇史 きよはら　たかふみ 本吉フェンシングクラブ



98 小池　悠太郎 こいけ　ゆうたろう 箕輪中学校

99 埋橋　匠 うずはし　たくみ 箕輪中学校

100 橋本　雄偉 はしもと　ゆうい 立教新座高等学校

101 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

102 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

103 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

103名


