
カデ女子フルーレ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 小見　夏穂 おみ　なつほ 千葉県立国府台高等学校

2 原田　小由紀 はらだ　こゆき 慶應義塾湘南藤沢中等部

3 保科　幸那 ほしな　ゆきな 箕輪中学校

4 高橋　梨桜 たかはし　りお 光ヶ丘フェンシングクラブ

5 小林　安璃 こばやし　あんり 埼玉栄高等学校

6 西川　日湖 にしかわ　にこ 佐賀ジュニアクラブ

7 髙橋　如空 たかはし　もあ 京都府立乙訓高等学校

8 大野　美麗 おおの　みれ 京都府立乙訓高等学校

9 清水　菜乃 しみず　なの 大山崎中学校

10 谷村　星奈 たにむら　せな 広瀬町フェンシングクラブ

11 鈴木　葵依 すずき　あおい 秋田市ジュニアフェンサーズ

12 齋藤　香都 さいとう　こと 秋田市ジュニアフェンサーズ

13 長岡　こころ ながおか　こころ 秋田市ジュニアフェンサーズ

14 佐藤　穂花 さとう　ほのか 秋田市ジュニアフェンサーズ

15 春田　友菜 はるた　ゆな 南箕輪わくわくクラブ

16 沼田　美咲 ぬまた　みさき NEXUS FENCING CLUB
17 渡邉　万奈佳 わたなべ　まなか 新潟県立新潟高等学校

18 田中　あおい たなか　あおい 河南町フェンシングクラブ

19 渡辺 　文珂 わたなべ　もか 河南町フェンシングクラブ

20 前田　凛々子 まえだ　りりこ 富山パレスフェンシングクラブ

21 高見沢　有華梨 たかみざわ　ゆかり ワセダクラブ

22 岩橘　英莉花 いわたちばな　えりか ワセダクラブ

23 鵜本　翠 うもと　みどり 和東ジュニアクラブ

24 清原　理心 きよはら　りこ 宮城県気仙沼高等学校

25 飯村　彩乃 いいむら　あやの 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

26 重藤　春香 しげとう　はるか 東京OHMEフェンシングクラブ
27 安達　悠 あだち　はるか 栃木県立宇都宮南高等学校

28 高木　優希 たかぎ　ゆうき 香川ジュニアフェンシングクラブ

29 市ケ谷　奈々 いちがたに　なな 高松北中学校

30 伊藤　杏 いとう　あん 島根県立安来高等学校

31 竹山　夏芽 たけやま　なつめ 大山崎中学校

32 関谷　百萌 せきや　ももえ 静岡県立沼津西高等学校

33 勝又　康心 かつまた　ここ 沼津フェンシングクラブ

34 木村　莉緒 きむら　りお 沼津フェンシングクラブ

35 久保田　未来乃 くぼた　みらの 東亜学園高等学校

36 久保田　未織乃 くぼた　みおの NEXUS FENCING CLUB
37 弓長　皇美子 ゆみなが　くみこ 愛知工業大学名電中学校

38 岡田　風花 おかだ　ふうか ジュニアフェンシング大分

39 萱島　朝香 かやしま　ともか 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
40 桐木平　乃愛 きりきひら　のあ 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
41 末松　亜璃沙 すえまつ　ありさ 岐阜県立羽島北高等学校

42 長瀬　凛乃 ながせ　りの 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

43 加藤　璃紗 かとう　りさ はしまモア

44 貫井　由羅 ぬくい　ゆら 法政大学第二高等学校

45 那須　杏里 なす　あんり 三重県立鳥羽高等学校

46 南　心愛 みなみ　ここあ 鳥羽フェンシングクラブ

47 中山　真希 なかやま　まき 熊本県立翔陽高等学校

48 白石　結万 しらいし　ゆま 熊本県立翔陽高等学校

49 太田　涼帆 おおた　すずほ 熊本県立翔陽高等学校



50 緒方　みさき おがた　みさき 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ

51 田中　すみれ たなか　すみれ 長野県辰野高等学校

52 井下　玲菜 いのした　れいな 札幌大谷高等学校

53 藤本　琉歌 ふじもと　りゅうか 大分県立大分豊府高等学校

54 工藤　瑞月 くどう　みづき 大分県立大分豊府高等学校

55 横岡　奈子 よこおか　なこ 青森県立田名部高等学校

56 杉江　莉々香 すぎえ　りりか Kiri.Jr.フェンシングチーム
57 新田　穂乃香 にった　ほのか 三重県立鳥羽高等学校

58 加藤　梨乃 かとう　りの エスコラピオス学園海星高等学校

59 村田　胡桃 むらた　くるみ 鳥取ジュニアフェンシングクラブ

60 薄葉　芽衣 うすば　めい 埼玉栄高等学校

61 岡田　彩希 おかだ　さき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

62 内田　華果 うちだ　はなか 千葉県立東葛飾高等学校

63 松原　由佳 まつばら　ゆうか 大垣クラブ

64 佐藤　光 さとう　ひかり 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ

65 清水　美伶 しみず　みれい はしまモア

66 西野　光桜 にしの　みお 富山パレスフェンシングクラブ

67 手塚　琴音 てづか　ことね アプルス

68 安武　凛音 やすたけ　りん 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
69 為永　香音 ためなが　かのん 札幌大谷中学校

70 村瀬　あかり むらせ　あかり はしまモア

71 牛木　亜美 うしき　あみ 新潟県立新潟高等学校

72 小松　ころ萌 こまつ　ころも 宮城県気仙沼高等学校

73 遠藤　ゆきの えんどう　ゆきの 山形県立米沢興譲館高等学校

74 淺田　輝 あさだ　ひかる 大阪国際滝井高等学校

75 川ノ上　可乃音 かわのうえ　かのん 鹿児島高等学校

76 谷川　こころ たにがわ　こころ 大分豊府中学校

77 藤野　美咲 ふじの　みさき 大分豊府中学校

78 井下　愛莉 いのした　あいり 札幌大谷中学校

79 大堀　紗理七 おおほり　さりな 高崎商科大学附属高等学校

80 長岡　陽奈 ながおか　ひな アプルス

81 鈴木　絢子 すずき　あやこ 水戸女子高等学校

82 菊池　理子 きくち　りこ 岩手県立北上翔南高等学校

83 堀籠　未来 ほりぐち　みく 栃木県立栃木商業高等学校

84 木村　真莉菜 きむら　まりな 山口県立岩国工業高等学校

85 飛鷹　心那 ひだか　ここな 愛媛県立三島高等学校

86 小山　遥花 こやま　はるか 山形県立山形東高等学校

87 田中　響 たなか　ひびき 北杜市立甲陵高等学校

88 秦野　友伽 はたの　ともか 北杜市立甲陵高等学校

89 藤野　夢叶 ふじの　ゆめか 長崎県立長崎工業高等学校

90 新郷　暢凡 しんごう　まな 佐賀県立佐賀商業高等学校

91 東　来柚 あずま　くゆ 和歌山県立和歌山北高等学校

92 千葉　心愛 ちば　みあい 岩手県立一関第二高等学校

93 江頭　莉乃 えがしら　りの 長崎県立諫早商業高等学校

94 盛　弓咲 もり　みさき 長崎県立諫早高等学校

95 年見　花星 としみ　かほ 宮崎県立宮崎南高等学校

96 中橋　琴音 なかはし　ことね 石川県立金沢西高等学校

97 植木　あゆみ うえき　あゆみ 高崎商科大学附属高等学校

98 森下　比奈多 もりした　ひなた 岐阜県立大垣南高等学校

99 酒井　紗綾 さかい　さや 茨城県立緑岡高等学校

99名


