
ジュニア女子エペ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 稲垣　まどか いながき　まどか セントヨゼフ女子学園高等学校

2 後藤　梨望 ごとう　りのん はしまモア

3 原田　乃瑛 はらだ　のえ 愛知県立愛知商業高等学校

4 加藤　凛 かとう　りん 愛媛県立三島高等学校

5 馬渕　倫佳 ばぶち　りんか 愛媛県立三島高等学校

6 原　那緒 はら　なお 伊那西高等学校

7 池田　佳央理 いけだ　かおり 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

8 光本　妃那 みつもと　ひな 岡山県立西大寺高等学校

9 本間　美月 ほんま　みづき 柿の木台スケルマ

10 石川　愛実 いしかわ　あみ 関西学院大学

11 古賀　万結 こが　まゆ 岩国ジュニアフェンシングクラブ

12 安部　奈穂 あべ　なほ 岩手県立一関第二高等学校

13 小笠原　葵 おがさわら　あおい 岐阜県立大垣南高等学校

14 堀尾　彩葉 ほりお　いろは 岐阜県立揖斐高等学校

15 濵上　宥佳 はまうえ　ゆうか 宮崎県立宮崎南高等学校

16 徳地　彩花 とくち　あやか 宮崎県立宮崎南高等学校

17 吉田　ひなた よしだ　ひなた 宮城県気仙沼高等学校

18 阿部　佑美 あべ　ゆうみ 宮城県仙台第三高等学校

19 馬場　菜月 ばば　なつき 宮城県仙台南高等学校

20 楠　彩名 くすのき　あやな 京都府立乙訓高等学校

21 小林　束咲 こばやし　たばさ 群馬県立沼田女子高等学校

22 加藤　愛理 かとう　あいり 群馬県立沼田女子高等学校

23 阿久津　莉亜菜 あくつ　りあな 慶應義塾湘南藤沢中等部

24 伊藤　杏樹 いとう　あんじゅ 慶應義塾大学

25 鈴木　美也子 すずき　みやこ 慶應義塾大学

26 佐野　絵里奈 さの　えりな 甲斐清和高等学校

27 高木　愛理 たかぎ　あいり 香川県立高松高等学校

28 松原　綾音 まつばら　あやね 香川県立高松北高等学校

29 内山　澪 うちやま　みお 埼玉栄高等学校

30 小野　瑞葵 おの　みずき 埼玉栄高等学校

31 佐藤　ひな子 さとう　ひなこ 埼玉栄中学校

32 橋本　凪水 はしもと　なみ 札幌大谷高等学校

33 塩野　陽菜 しおの　はるな 三重県立津東高等学校

34 西岡　瞳 にしおか　ひとみ 三田学園高等学校

35 相田　寿姫 あいた　ことぶき 山形県立米沢興譲館高等学校

36 寒河江　理名 さがえ　りな 山形県立米沢興譲館高等学校

37 山本　有沙 やまもと　ありさ 山口県立岩国工業高等学校

38 園田　菜々美 そのだ　ななみ 鹿児島県立鹿児島南高等学校

39 四本　明李 よつもと　あかり 鹿児島高等学校

40 鍋川原　涼花 なべかわはら　りょうか 鹿児島高等学校

41 弓場　久愛 ゆみば　ひさえ 鹿児島高等学校

42 戸嶋　希望 としま　のぞみ 秋田県立横手高等学校

43 佐藤　希美 さとう　のぞみ 秋田県立横手高等学校

44 長崎　東子 ながさき　とうこ 秋田県立秋田北鷹高等学校

45 根内　清楓 ねうち　さやか 水戸女子高等学校

46 若山　小鈴 わかやま　こりん 水戸女子高等学校

47 須田　真衣 すだ　まい 星槎国際高等学校川口



48 森嶋　夕稀 もりしま　ゆき 青山学院高等部

49 堀　もあ那 ほり　もあな 青山学院高等部

50 新谷　里彩 あらや　りさ 青森県立黒石高等学校

51 一藤木　由香 いっとうぎ　ゆか 静岡県立沼津西高等学校

52 山田　和奏 やまだ　わかな 静岡県立沼津西高等学校

53 平西　桜子 ひらにし　さくらこ 石川県立金沢西高等学校

54 中村　咲弥 なかむら　さや 千葉県立検見川高等学校

55 佐久間　桃加 さくま　ももか 千葉県立東葛飾中学校

56 玉本　愛佳 たまもと　あいか 千葉県立柏陵高等学校

57 齋藤　華南 さいとう　はな 専修大学

58 市ヶ谷　愛 いちがたに　あい 専修大学

59 伊藤　凛 いとう　りん 専修大学

60 柴田　華 しばた　はな 早稲田大学

61 下地　雪乃 しもぢ　ゆきの 大阪国際滝井高等学校

62 森　奈那 もり　なな 大分県立情報科学高等学校

63 甲斐　心菜 かい　ここな 大分県立情報科学高等学校

64 陸川　麻琴 りくかわ　まこと 中央大学

65 永井　杏奈 ながい　あんな 中京大学

66 畑　音羽 はた　おとは 中京大学

67 菅原　百花 すがわら　ももか 朝日大学

68 石三　彩香 いしみ　あやか 朝日大学

69 山本　幸希 やまもと　ゆき 長崎県立長崎工業高等学校

70 岩下　実央 いわした　みお 長崎県立長崎工業高等学校

71 箕浦　葉月 みのうら　はづき 島根県立安来高等学校

72 中村　真琴 なかむら　まこと 東京学芸大学附属国際中等教育学校

73 倉田　美月 くらた　みつき 東京農業大学

74 大西　愛 おおにし　あい 栃木県立栃木商業高等学校

75 伊藤　愛夏 いとう　あいか 栃木県立栃木商業高等学校

76 高橋　栄利佳 たかはし　えりか 日本大学

77 寺山　珠樹 てらやま　たまき 日本大学

78 鶴岡　夏子 つるおか　なつこ 日本大学

79 高山　桐 たかやま　きり 富山県立富山北部高等学校

80 玉村　夏世 たまむら　かよ 武生商業・武生商工高等学校

81 小野　紗玖良 おの　さくら 福岡県立福岡魁誠高等学校

82 明石　愛恵 あかし　まなみ 法政大学

83 三田　千晴 さんだ　ちはる 法政大学

84 金森　朱咲 かなもり　あやさ 法政大学第二高等学校

85 田村　優和 たむら　ゆな 法政大学第二中学校

86 田中　みのり たなか　みのり 鳳高等学校

87 玉森　乙栞 たまもり　いちか 北海道大野農業高等学校

88 江津　珠貴 ごうづ　たまき 北杜市立甲陵高等学校

89 小島　柚貴子 こじま　ゆきこ 箕輪中学校

90 稲山　友梨 いなやま　ゆり 明治大学

91 三村　純可 みむら　すみか 立教大学

92 渡邊　紗都 わたなべ　さと 立命館大学

93 松本　璃音 まつもと　りのん 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

94 太田　陽詩 おおた　ひなた 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

95 岸本　鈴 きしもと　りん 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

96 倉田　美月 くらた　みつき 東京農業大学
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