
カデ男子エペ選手名簿

氏名 ふりがな 所属

1 川村　龍紅 かわむら　りゅうく NPO法人栃木スポーツネット
2 前田　迅理 まえだ　じんり ＳＥＩＢＵスポーツクラブ

3 野口　健太 のぐち　けんた エスコラピオス学園海星中学校

4 姫野　駿介 ひめの　しゅんすけ サマディフェンシング倶楽部

5 加藤　生純 かとう　せいじゅん はしまモア

6 弓長　昇主 ゆみなが　たかゆき 愛知工業大学名電高等学校

7 平瀬　健真 ひらせ　けんしん 愛知工業大学名電高等学校

8 和田　真成 わだ　まさなり 愛知工業大学名電中学校

9 尾池　遥斗 おいけ　はると 愛媛県立三島高等学校

10 市川　凱 いちかわ　がい 横浜フェンサーズクラブ

11 近藤　知我 こんどう　はるが 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

12 安東　一成 あんどう　いっせい 岡山県立西大寺高等学校

13 清水　康貴 しみず　やすたか 柿の木台スケルマ

14 播磨　れおん はりま　れおん 岐阜県立岐阜各務野高等学校

15 小島　宗佑 こじま　そうすけ 岐阜県立大垣南高等学校

16 山本　航士郎 やまもと　こうしろう 宮崎県立宮崎南高等学校

17 臼井　康晴 うすい　こうせい 宮城県気仙沼高等学校

18 鈴木　弾実 すずき　はずみ 宮城県仙台第三高等学校

19 田井中　優成 たいなか　ゆうせい 京都府立乙訓高等学校

20 浦川　廉心 うらかわ　れんしん 熊本県立翔陽高等学校

21 山口　大空 やまぐち　そら 熊本県立翔陽高等学校

22 小林　塁 こばやし　るい 群馬県立沼田高等学校

23 石上　晧英 いしがみ　あきひで 慶應義塾高等学校

24 三井　成 みつい　なる 慶應義塾湘南藤沢高等部

25 宇佐美　翔也 うさみ　しょうや 甲斐清和高等学校

26 圓尾　晃生 まるお　こうせい 香川県立高松北高等学校

27 吉田　壮志 よしだ　そうし 香川県立高松北高等学校

28 清水　瑠七 しみず　るな 高岡古城FC
29 小島　晄太 こじま　こうた 高崎商科大学附属高等学校

30 吉本　孝志 よしもと　たかし 高松北中学校

31 福島　滉成 ふくしま　こうせい 高松北中学校

32 尾﨑　史龍 おさき　しりゅう 高知県立高知小津高等学校

33 尾﨑　勇飛 おさき　ゆうひ 高知県立高知小津高等学校

34 金井　惺 かない　せな 埼玉エスクリム

35 高橋　賢徳 たかはし　まさのり 埼玉エスクリム

36 安井　朱雀 やすい　すざく 埼玉栄中学校

37 今井　瑠人 いまい　りゅうと 埼玉栄中学校

38 今井　昭彦 いまい　あきひこ 三重県立津東高等学校

39 安部　達大 あべ　たつひろ 山形県立米沢東高等学校

40 泉　怜邑 いずみ　れお 山口県立岩国工業高等学校

41 下村　祐翔 しもむら　まさと 山口県立岩国工業高等学校

42 田中　光己 たなか　みつき 山口県立岩国工業高等学校

43 櫻井　麻樹 さくらい　まき 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ
44 篠原　功 しのはら　こう 鹿児島県立鹿児島南高等学校

45 本庄　連武 ほんじょう　れん 秋田県南ＦＣ

46 伊藤　煌二郎 いとう　こうじろう 秋田市ジュニアフェンサーズ

47 小河　勇翔 おがわ　ゆうと 松本第一高等学校



48 河野　辰海 かわの　たつみ 沼田フェンシングクラブ

49 柴田　和弥 しばた　かずや 上宮学園中学校

50 菊池　徹平 きくち　てっぺい 上三川フェンシングクラブ

51 中浦　秀哲 なかうら　ひでのり 上三川フェンシングクラブ

52 永野　広輝 ながの　こうき 水戸クラブ

53 松本　康雅 まつもと　こうが 杉並ジュニアＦＴ

54 杉本　悠樹 すぎもと　ゆうき 清風中学校･高等学校

55 宇惠野　安次郎 うえの　やすじろう 青森県立黒石高等学校

56 斉藤　逞 さいとう　たくま 石川ジュニアフェンシングクラブ

57 塩谷　道之 しおたに　みちゆき 石川県立金沢錦丘高等学校

58 松浦　櫂斗 まつうら　かいと 仙台市立仙台高等学校

59 樫村　秀太 かしむら　しゅうた 千葉県立検見川高等学校

60 中澤　正成 なかざわ　まさなり 千葉県立柏陵高等学校

61 幡掛　正剛 はたかけ　せいごう 大阪読売千里クラブ

62 下郡　拓己 しもごおり　たくみ 大分県立情報科学高等学校

63 池宮　一心 いけみや　いっしん 大分県立大分上野丘高等学校

64 二宮　斗威 にのみや　とうい 大分県立大分豊府高等学校

65 齋藤　瑛 さいとう　あきら 中央大学クレセント

66 山口　尊仁 やまぐち　たかひと 長崎県立諫早高等学校

67 宮崎　祥栄 みやざき　しょうえい 長崎県立諫早高等学校

68 田中　湊 たなか　みなと 島根県立安来高等学校

69 田中　瞭成 たなか　りょうせい 東京学館新潟高等学校

70 西村　陽希 にしむら　はるき 富山県立富山中部高等学校

71 篠田　真吾 しのだ　しんご 富山県立福岡高等学校

72 大坂　真脩 おおさか　ましゅう 兵庫県立夢野台高等学校

73 八巻　旭陽 やまき　あさひ 米沢市フェンシングスポーツ少年団

74 金子　舜汰 かねこ　しゅんた 北海道大野農業高等学校

75 川口　大河 かわぐち　たいが 北海道大野農業高等学校

76 鮫田　明空 さめた　そら 北杜市立甲陵高等学校

77 有賀　尚迪 あるが　なおみち 箕輪中学校

78 伊東　亮 いとう　りょう 箕輪中学校

79 伴　駿輝 ばん　しゅんき 立命館中学校

80 姫野　駿介 ひめの　しゅんすけ サマディフェンシング倶楽部

80名


