
ジュニア女子サーブル選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 板橋　香菜子 いたはし　かなこ SEISA
2 イ　サシャ　ユンス い　さしゃ　ゆんす SEISA
3 岡田　彩良 おかだ　さら アスルクラロフェンシングアカデミー

4 松本　栖羽 まつもと　すう エスコラピオス学園海星高等学校

5 髙橋　ひなた たかはし　ひなた はしまモア

6 山崎　幌花 やまざき　ほろか 愛知県立愛知商業高等学校

7 金高　生幸 かねたか　せいさ 愛知工業大学名電中学校

8 伊藤　花乃 いとう　かの 愛媛県立三島高等学校

9 村上　愛夢 むらかみ　えむ 愛媛県立三島高等学校

10 石津　真帆 いしづ　まほ 愛媛県立三島高等学校

11 大井　歌乃 おおい　うたの 愛媛県立三島高等学校

12 猿田　莉子 さるた　りこ 茨城県立緑岡高等学校

13 高嶋　悠衣 たかしま　ゆい 加藤学園高等学校

14 菊池　李奈 きくち　りな 岩手県立北上翔南高等学校

15 相澤　未夢 あいさわ　みゆ 岩手県立北上翔南高等学校

16 丸藻　恭加 まるも　きよか 岐阜県立大垣養老高等学校

17 熊瀬川　慶 くませがわ　けい 宮崎県立本庄高等学校

18 池田　知優 いけだ　ちひろ 宮崎県立本庄高等学校

19 川村　佳乃 かわむら　かの 宮城県気仙沼高等学校

20 小山　穂依 おやま　すい 宮城県仙台第二高等学校

21 笠原　佳姫 かさはら　よしき 群馬県立沼田女子高等学校

22 髙橋　姫華 たかはし　ひめか 群馬県立沼田女子高等学校

23 河野　真央 かわの　まお 慶應義塾女子高等学校

24 加賀山　紗玖良 かがやま　さくら 慶應義塾大学

25 野田　光月 のだ　みつき 甲斐清和高等学校

26 後藤　千里 ごとう　ちさと 香川県立高松北高等学校

27 植村　紀香 うえむら　のりか 香川県立三本松高等学校

28 金子　優衣奈 かねこ　ゆいな 麹町学園女子高等学校

29 大島　愛実 おおしま　まなみ 埼玉栄高等学校

30 小林　侑愛 こばやし　ゆうあ 三重県立津東高等学校

31 佐藤　真子 さとう　まこ 山形県立高畠高等学校

32 小山　遥花 こやま　はるか 山形県立山形東高等学校

33 駒路　ひかる こまじ　ひかる 鹿児島県立鹿児島南高等学校

34 眞正　樹理 しんしょう　じゅり 鹿児島県立鹿児島南高等学校

35 畦田　千尋 くろた　ちひろ 秋田県立横手高等学校

36 長崎　昇子 ながさき　しょうこ 秋田県立秋田北鷹高等学校

37 三浦　優莉愛 みうら　ゆりあ 秋田県立秋田北鷹高等学校

38 山崎　妃奈乃 やまざき　ひなの 渋谷教育学園幕張高等学校

39 周藤　美月 すとう　みつき 松江フェンシングクラブ

40 渡邊　美智 わたなべ　みち 新潟県立新潟高等学校

41 大塚　ひびき おおつか　ひびき 新潟県立新潟高等学校

42 木村　真由美 きむら　まゆみ 水戸女子高等学校

43 田代　麗奈 たしろ　れな 青山学院高等部

44 関谷　百萌 せきや　ももえ 静岡県立沼津西高等学校

45 高橋　亜由美 たかはし　あゆみ 石川県立金沢錦丘高等学校

46 森田　澪奈 もりた　みおな 千葉県立東葛飾高等学校

47 泉川　結衣 いずみかわ　ゆい 千葉県立東葛飾中学校



48 岡原　真琴 おかはら　まこと 専修大学

49 山根　妃七 やまね　ひな 専修大学

50 長屋　美悠 ながや　みゆ 専修大学

51 後藤　碧衣 ごとう　あおい 大分県立大分豊府高等学校

52 安東　水姫 あんどう　みずき 大分県立別府翔青高等学校

53 鈴木　花野 すずき　かの 中央大学

54 中馬　蘭奈 ちゅうまん　らんな 朝日大学

55 下村　日奈子 しもむら　かなこ 朝日大学

56 黒田　七夏 くろだ　なな 長崎県立諫早商業高等学校

57 一瀬　咲季 いちのせ　さき 長崎県立諫早商業高等学校

58 馬場　菜緒 ばば　なお 東京女子体育大学

59 佐藤　めるしい さとう　めるしい 東京女子体育大学

60 魚永　幸希 うおなが　みゆき 東京女子体育大学

61 平林　七奈子 ひらばやし　ななこ 東京都立王子総合高等学校

62 高木　美海 たかぎ　みう 東京都立王子総合高等学校

63 田村　梨渚 たむら　りな 同志社女子中学校・高等学校

64 岡部　凛香 おかべ　りんか 同志社女子中学校・高等学校

65 小山　美優 こやま　みゆう 同志社大学

66 苗木　愛花 なえき　まなか 栃木県立栃木翔南高等学校

67 玉利　華奈乃 たまり　はなの 日本体育大学

68 石川　せと いしかわ　せと 日本大学

69 笹木　咲里 ささき　さり 日本大学

70 菊地　心和 きくち　ここな 日本大学

71 高橋　ひかり たかはし　ひかり 日本大学

72 孫　櫻珊 そん　えいま 福岡県フェンシング協会

73 吉岡　涼夏 よしおか　りょうか 福岡県立玄界高等学校

74 桐島　愛 きりしま　あい 福岡県立玄界高等学校

75 齋藤　有里 さいとう　ゆり 福島県立橘高等学校

76 尾﨑　世梨 おざき　せり 法政大学

77 高橋　千里香 たかはし　ちりか 法政大学

78 鈴木　暦 すずき　こよみ 法政大学第二高等学校

79 横田　彩未 よこた　あやみ 法政大学第二高等学校

80 半田　果歩 はんだ　かほ 北杜市立甲陵高等学校

81 五味　恋菜 ごみ　ここな 箕輪中学校

82 岡田　亜沙美 おかだ　あさみ 柳井学園高等学校

83 谷口　真麻 たにぐち　まお 柳井学園高等学校

84 高山　輪子 たかやま　わこ 立命館大学

85 岡村　佳奈 おかむら　かな 和歌山県立和歌山東高等学校

86 武林　柚 たけばやし　しゅう 和歌山県立和歌山東高等学校

87 遠藤　あゆみ えんどう　あゆみ 青山学院大学

87名


