
ジュニア女子フルーレ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 沼田　美咲 ぬまた　みさき NEXUS FENCING CLUB
2 久保田　未織乃 くぼた　みおの NEXUS FENCING CLUB
3 加藤　梨乃 かとう　りの エスコラピオス学園海星高等学校

4 細野　麗 ほその　れい ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）

5 奥村　春香 おくむら　はるか はしまモア

6 村瀬　あかり むらせ　あかり はしまモア

7 高見沢　有華梨 たかみざわ　ゆかり ワセダクラブ

8 山田　ひなた やまだ　ひなた 愛知工業大学名電高等学校

9 長谷川　乃愛 はせがわ　のあ 愛知工業大学名電高等学校

10 弓長　皇美子 ゆみなが　くみこ 愛知工業大学名電中学校

11 阿河　愛唯 あが　あいい 愛媛県立三島高等学校

12 飛鷹　心那 ひだか　ここな 愛媛県立三島高等学校

13 日向　涼葉 ひむかい　すずは 岩手県立一関第二高等学校

14 吉田　優空 よしだ　ゆら 岩手県立一関第二高等学校

15 中出　陽愛 なかで　ひより 岐阜県立羽島北高等学校

16 長瀬　凛乃 ながせ　りの 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

17 太田　朱音 おおた　あやね 宮崎県立宮崎南高等学校

18 黒木　愛子 くろぎ　あいこ 宮崎県立宮崎南高等学校

19 蒔田　晏奈 まきた　あんな 宮城県仙台第一高等学校

20 小針　碧泉 こばり　あおい 宮城県仙台南高等学校

21 神山　侑奈 かみやま　ゆうな 京都府立乙訓高等学校

22 福井　捺茄 ふくい　なつな 京都府立乙訓高等学校

23 大野　美麗 おおの　みれ 京都府立乙訓高等学校

24 曽根　寿々佳 そね　すずか 京都府立乙訓高等学校

25 竹山　柚葉 たけやま　ゆずは 京都府立乙訓高等学校

26 川津　美裕 かわつ　みゆう 熊本県立翔陽高等学校

27 貝島　有香 かいじま　ゆか 慶應義塾大学

28 谷村　星奈 たにむら　せな 広瀬町フェンシングクラブ

29 小池　優亜 こいけ　ゆあ 甲斐清和高等学校

30 井口　双葉 いぐち　ふたば 香川県立高松北高等学校

31 多田　季恵 ただ　きえ 香川県立高松北高等学校

32 大堀　紗理七 おおほり　さりな 高崎商科大学附属高等学校

33 中里　由加 なかざと　ゆか 高崎商科大学附属高等学校

34 市ケ谷　奈々 いちがたに　なな 高松北中学校

35 今泉　葉南 いまいずみ　はな 佐賀県立佐賀商業高等学校

36 藤木　旭生 ふじき　あさみ 佐賀県立佐賀商業高等学校

37 小林　安璃 こばやし　あんり 埼玉栄高等学校

38 伊達　琴巳 だて　ことみ 埼玉栄高等学校

39 成田　好花 なりた　このか 札幌大谷高等学校

40 那須　杏里 なす　あんり 三重県立鳥羽高等学校

41 南　愛 みなみ　あい 三重県立鳥羽高等学校

42 八巻　陽咲 やまき　はるき 山形県立高畠高等学校

43 荒木　瑠理華 あらき　るりか 山形県立山形東高等学校

44 原田　奈乃羽 はらだ　なのは 山形市立商業高等学校

45 瀬尾　明日香 せお　あすか 山口県立岩国工業高等学校

46 木村　真莉菜 きむら　まりな 山口県立岩国工業高等学校

47 萱島　朝香 かやしま　ともか 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ



48 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
49 吉松　公果 よしまつ　きみか 鹿児島県立鹿児島南高等学校

50 永井　未寿稀 ながい　みずき 秋田県立秋田北鷹高等学校

51 神成　彩音 かんなり　あやね 秋田県立秋田北鷹高等学校

52 木村　莉緒 きむら　りお 沼津フェンシングクラブ

53 渡邉　美咲 わたなべ　みさき 新潟県立新潟高等学校

54 坂井　こころ さかい　こころ 新潟県立新潟高等学校

55 小林　ひなた こばやし　ひなた 水戸女子高等学校

56 鈴木　絢子 すずき　あやこ 水戸女子高等学校

57 菅原　梓 すがわら　あずさ 青森県立田名部高等学校

58 佐藤　希枝 さとう　のえ 青森県立田名部高等学校

59 谷内田　唯花 やちだ　ゆいか 石川県立松任高等学校

60 千葉　穂波 ちば　ほなみ 仙台城南高等学校

61 小見　夏穂 おみ　なつほ 千葉県立国府台高等学校

62 亀川　満里菜 かめかわ　まりな 千葉県立柏陵高等学校

63 嶋田　愛音 しまだ　あのん 専修大学

64 成田　実礼 なりた　みらい 専修大学

65 篠﨑　美礼 しのざき　みれい 専修大学

66 花田　うらら はなだ　うらら 専修大学

67 森多　舞 もりた　まい 早稲田大学

68 竹山　夏芽 たけやま　なつめ 大山崎中学校

69 藤本　琉歌 ふじもと　りゅうか 大分県立大分豊府高等学校

70 工藤　瑞月 くどう　みづき 大分県立大分豊府高等学校

71 藤野　夢叶 ふじの　ゆめか 長崎県立長崎工業高等学校

72 小池　花佳 こいけ　はなか 長野県伊那北高等学校

73 田中　すみれ たなか　すみれ 長野県辰野高等学校

74 椿　未来 つばき　みく 島根県立安来高等学校

75 伊藤　杏 いとう　あん 島根県立安来高等学校

76 早川　葵彩 はやかわ　あおい 東亜学園高等学校

77 重藤　美紀 しげとう　みき 東亜学園高等学校

78 久保田　未来乃 くぼた　みらの 東亜学園高等学校

79 向笠　絢音 むかさ　あやね 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部

80 高橋　由奈 たかはし　ゆうな 東京女子体育大学

81 神山　天音 かみやま　あまね 東京女子体育大学

82 加藤　玲乃 かとう　れの 東北学院大学

83 土井　瑞稀 どい　みずき 東北文化学園大学

84 宮下　水稀 みやした　みずき 同志社大学

85 中西　凜 なかにし　りん 栃木県立宇都宮南高等学校

86 藤井　あんな ふじい　あんな 栃木県立宇都宮南高等学校

87 髙橋　沙也花 たかはし　さやか 日本女子体育大学

88 坂口　陽奈 さかぐち　はるな 日本女子体育大学

89 菅原　優夏 すがわら　ゆうか 日本女子体育大学

90 岡田　芽生 おかだ　めい 日本体育大学

91 東　佑夏 あずま　ゆうか 日本体育大学

92 竹澤　志緒里 たけざわ　しおり 日本大学

93 古賀　怜奈 こが　れいな 日本大学

94 岡田　花鈴 おかだ　かりん 日本大学

95 清原　希紘 きよはら　まひろ 富山県立砺波高等学校

96 髙橋　知愛 たかはし　ちあ 武生商業・武生商工高等学校

97 山口　美々 やまぐち　みみ 武生商業・武生商工高等学校



98 田中　日和理 たなか　ひより 兵庫県立星陵高等学校

99 橋本　結 はしもと　ゆい 法政大学

100 貫井　由羅 ぬくい　ゆら 法政大学第二高等学校

101 濵　英里子 はま　えりこ 法政大学第二高等学校

102 秦野　友伽 はたの　ともか 北杜市立甲陵高等学校

103 門脇　菜摘 かどわき　なつみ 龍谷大学

104 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

105 稲田　椋 いなだ　りょう 和歌山県立和歌山東高等学校

106 岩本　鈴菜 いわもと　れいな 和歌山県立和歌山北高等学校

107 鵜本　翠 うもと　みどり 和東ジュニアクラブ

107名


