
カデ男子サーブル選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 水戸　ザヴィエルスカイ龍馬みと　ざびえるすかいりゅうまカナディアンアカデミー
2 河野　碩資 かわの　おおすけ 三田フェンシングクラブ

3 遠藤　雅虎 えんどう　まさとら 箕輪中学校

4 三浦　悠成 みうら　ゆうせい 秋田県立秋田北鷹高等学校

5 吉野　光一郎 よしの　こういちろう 札幌大谷中学校

6 河原　資起 かわはら　もとき 立教新座中学校

7 山口　李世 やまぐち　りぜ 法政大学第二高等学校

8 本間　陽向 ほんま　ひゅうが 川俣町フェンシングスポーツ少年団

9 佐藤　禅 さとう　ぜん 山形県立高畠高等学校

10 平岡　大知 ひらおか　だいち 立命館高等学校

11 平櫛　征人 ひらくし　ゆきと 加藤学園高等学校

12 前田　絆成 まえだ　ばんせい 富山県立富山西高等学校

13 山口　晃生 やまぐち　こうき 香川県立高松北高等学校

14 奥井　咲之祐 おくい　さくのすけ 愛知工業大学名電中学校

15 大北　稜 おおきた　りょう 岐阜県立羽島北高等学校

16 齊藤　虎ノ介 さいとう　とらのすけ 青森県立黒石高等学校

17 工藤　未来翔 くどう　あすか 青森県立黒石高等学校

18 茶野　友秋 ちゃの　ともあき 法政大学第二高等学校

19 伊藤　遼志 いとう　りょうじ ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）

20 下村　悠陽 しもむら　ゆうや YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー

21 柴山　徹 しばやま　とおる 法政大学第二高等学校

22 松岡　優 まつおか　ゆう 宮崎県立本庄高等学校

23 藤井　遙人 ふじい　はると 藤井宏樹グループ(宮崎県)
24 矢野　七暉 やの　ななき 大分県立大分豊府高等学校

25 岡田　光ノ介 おかだ　こうのすけ 大分県立大分豊府高等学校

26 小林　千惺 こばやし　ちせい 沼田フェンシングクラブ

27 加藤　由太郎 かとう　ゆうたろう 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

28 竹本　大朗 たけもと　たろう 清風中学校･高等学校

29 田丸　広 たまる　ひろし SEISA
30 上山　一鉄 うえやま　いってつ 星槎国際高等学校川口

31 近平　大和 ちかひら　やまと 新田高等学校

32 井上　将人 いのうえ　まさと 立命館高等学校

33 石垣　昊汰 いしがき　こうた 立命館高等学校

34 トゥルヒーン　ミハイルとぅるひーん　みはいる SEISA
35 野田　峻成 のだ　しゅんせい 清風中学校･高等学校

36 大塚　零生 おおつか　れお 明石ジュニアフェンシングクラブ

37 池上　拓斗 いけがみ　たくと 富山県立富山北部高等学校

38 沢藤　快飛 さわふじ　はやと 秋田県立秋田北鷹高等学校

39 圓山　瑛斗 まるやま　あきと 東京学館新潟高等学校

40 中村　俊介 なかむら　しゅんすけ 千葉県立検見川高等学校

41 長谷川　颯大 はせがわ　はやと 三重県立鳥羽高等学校

42 輿水　勇輝 こしみず　ゆうき 甲斐清和高等学校

43 小野　有紀 おの　ゆうき 仙台市立仙台高等学校

44 長濱　燎 ながはま　りょう 兵庫県立星陵高等学校

45 バーナード　洋人 ばーなーど　ひろと アスルクラロフェンシングアカデミー

46 ヘフリー　晴之 へふりー　はるゆき アスルクラロフェンシングアカデミー

47 藤内　雅斗 とうない　まさと 東京都立王子総合高等学校

48 鈴木　類 すずき　るい 慶應義塾高等学校

49 道畑　湧喜 みちはた　ゆうき 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

50 古川　昊 ふるかわ　そら 鹿児島県立鹿児島南高等学校

51 岩元　一真 いわもと　かずま 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
52 青柳　樹 あおやぎ　たつき 箕輪中学校

53 ボラノス　勇梓郎 ぼらのす　ゆうじろう 山口県立岩国工業高等学校

54 武田　直大 たけだ　なおひろ 千葉県立検見川高等学校



55 宮代　佳大 みやだい　けいた 宮城県仙台第一高等学校

56 荒木　瑠青 あらき　りゅうせい 山形県立山形東高等学校

57 安田　輝斗 やすだ　らいと 岐阜県立岐阜各務野高等学校

58 髙橋　侑杜 たかはし　ゆうと 岐阜県立岐阜各務野高等学校

59 佐野　莉人 さの　りひと 長崎県立長崎工業高等学校

60 平　梁雅 ひら　りょうが 長崎県立長崎工業高等学校

61 史　驁 し　あお 甲斐清和高等学校

62 織田　優晴 おだ　ゆうせい 愛媛フェンシングクラブ

63 浜口　歩 はまぐち　あゆむ 長崎県立諫早商業高等学校

64 山田　健太朗 やまだ　けんたろう 東京学館新潟高等学校

65 冨永　大悟 とみなが　だいご エスコラピオス学園海星高等学校

66 藤谷　空翔 ふじや　そらと 秋田県立横手高等学校

67 三田　翼 みた　つばさ 岩手県立北上翔南高等学校

68 黒石　悠平 くろいし　ゆうへい 香川県立高松北高等学校

69 礒辺　晃輝 いそべ　こうき 石川県立金沢錦丘高等学校

70 木戸脇　誠 きどわき　まこと 石川県立金沢錦丘高等学校

71 岡田　虎太朗 おかだ　こたろう 東亜学園高等学校

72 湯浅　祐人 ゆあさ　ゆうと 高崎商科大学附属高等学校

73 髙橋　佳稀 たかはし　よしき 群馬県立沼田高等学校

74 明瀬　友斗 あかせ　ゆうと 愛知工業大学名電高等学校

75 富平　洋丞 とみひら　ようすけ 愛知工業大学名電高等学校

76 田谷　龍雅 たや　りゅうが 上三川フェンシングクラブ

77 伊藤　羽舷 いとう　ひげん 福岡県立福岡魁誠高等学校
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