
No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 鳥羽市立鳥羽東中学校 中学２年 小久保　有唯 こくぼ　ゆい 小久保　郁子

2 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 木村　凜之介 きむら　りんのすけ 長良　円

3 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学１年 小林　慶一郎 こばやし　けいいちろう

4 アスルクラロフェンシングアカデミー 小学６年 長良　樹 ながら　いつき

5 はしまモアフェンシングクラブ 中学１年 馬淵　朝日 まぶち　あさひ 馬淵　智寛

6 明石ジュニアフェンシング 小学５年 呉　到遠 ご　ちぇん 呉　誠

7 NEXUS FENCING CLUB 中学１年 中尾　斐斗 なかお　あやと 中尾　和憲

8 NEXUS FENCING CLUB 小学６年 金刺　慶一郎 かなざし　けいいちろう 金刺　夏樹

9 津・みえFC 小学６年 長嶋　翼 ながしま　つばさ 長嶋　柊司

10 徳島クラブ 中学１年 比屋根　康大 ひやね　こうだい 久木　直人

11 愛媛フェンシングクラブ 中学１年 小林　歩叶 こばやし　あると

12 愛媛フェンシングクラブ 中学１年 井上　幹雄 いのうえ　みきお

13 愛媛フェンシングクラブ 中学１年 高橋　星太 たかはし　せいた

14 愛媛フェンシングクラブ 小学６年 田原　拓実 たはら　たくみ

15 愛媛フェンシングクラブ 小学５年 織田　蒼晴 おだ　そうせい

16 フェンシングステージ 中学２年 安東　恭助 あんどう　きょうすけ 安東　恭二

令和４年５月21日（土）実施　ミニム男子の部　出場者名簿

長良　将司

佐々木　聖



No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 小笠原　悠 おがさわら　はるか 長良　円

2 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 中学１年 河村　萌生 かわむら　めい 山田　諭志

3 SEISA 中学１年 笹川　莉花 ささかわ　りか

4 SEISA 小学６年 江上　はな えがみ　はな

5 香川ジュニアフェンシングクラブ 中学１年 木村　恵唯 きむら　けい

6 香川ジュニアフェンシングクラブ 小学５年 木村　倖萌 きむら　こうめ

7 えひめ愛顔のジュニアアスリート 中学１年 合田　夏希 ごうだ　なつき

8 えひめ愛顔のジュニアアスリート 小学６年 宇都宮　玲奈 うつのみや　れな

令和４年５月22日（日）実施　ミニム女子の部　出場者名簿

江村　宏二

木村　光宏

佐々木　聖



No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 ジュニアフェンシング大分 中学２年 小野  佑嘉 おの　ゆうが 小野 大輔

2 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 中学２年 田中　遼大 たなか　はるた 田中　眞子

3 鳥羽市立鳥羽東中学校 中学２年 小久保　有唯 こくぼ　ゆい 小久保　郁子

4 三田フェンシングクラブ 中学３年 河野　碩資 かわの　おおすけ 河野　研郎

5 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 バーナード　洋人 ばーなーど　ひろと 長良　将司

6 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 廣岡　亜門 ひろおか　あもん

7 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 木村　凜之介 きむら　りんのすけ

8 明石ジュニアフェンシング 中学２年 大塚　零生 おおつか　れお 大塚　哲也

9 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校２年 古川　　昊 ふるかわ　そら 古川　正美

10 フェンシングステージ 中学２年 安東　恭助 あんどう　きょうすけ 安東　恭二

11 NEXUS FENCING CLUB 中学１年 中尾　斐斗 なかお　あやと 中尾　和憲

12 NEXUS FENCING CLUB 小学６年 金刺　慶一郎 かなざし　けいいちろう 金刺　夏樹

13 柳井学園高等学校 高校１年 下村　悠陽 しもむら　ゆうや

14 柳井学園高等学校 高校１年 廣中　冬聖 ひろなか　とあ

15 立教新座高等学校 高校１年 河原　資起 かわはら　もとき 河原　理一郎

16 愛知工業大学名電中学校 中学３年 奥井　咲之祐 おくい　さくのすけ 冨田　弘樹

17 鹿児島南クラブ 中学２年 岩元　一真 いわもと　かずま 古川　正美

18 愛媛県立三島高等学校 高校２年 髙橋　龍聖 たかはし　りゅうせい

19 愛媛県立三島高等学校 高校１年 石川　裕月 いしかわ　ゆづき

20 福岡県フェンシング協会 中学３年 松永　純大 まつなが　じゅんと 松永　浩二

21 法政大学第二高等学校 高校１年 伊藤　遼志 いとう　りょうじ

22 津・みえFC 小学６年 長嶋　翼 ながしま　つばさ 長嶋　柊司

23 立命館高等学校 高校２年 井上　将人 いのうえ　まさと 織田　佳那

24 香川県立高松北高等学校 高校１年 綾　広翔 あや　ひろと 後藤　正幸

25 慶應義塾湘南藤沢中等部 中学３年 石原　叡 いしはら　あきら 石原　剛

26 SEISA 中学２年 田丸　広 たまる　ひろし

27 SEISA 中学２年 トゥルヒーン ミハイル とぅるひーん　みはいる

28 慶應義塾高等学校 高校１年 切手　理幾 きって　あやおき なし

29 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 後藤　優太 ごとう　ゆうた 小栗　千紗絵

30 法政大学第二高等学校 高校１年 長尾　颯太 ながお　そうた 植竹　佑樹

31 宮城県立利府高等学校 高校１年 須田　晄平 すだ　こうへい 江村　宏ニ

32 新田高等学校 高校１年 織田　優晴 おだ　ゆうせい

33 新田高等学校 高校１年 板橋　央 いたばし　あきら

34 えひめ愛顔のジュニアアスリート 中学３年 日野　空 ひの　そら

35 えひめ愛顔のジュニアアスリート 中学３年 秋田　詩音 あきた　しおん

36 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 高橋　来太 たかはし　らいた

37 愛媛フェンシングクラブ 中学１年 小林　歩叶 こばやし　あると

38 愛媛フェンシングクラブ 中学１年 井上　幹雄 いのうえ　みきお

39 宮崎県立本庄高等学校 高校１年 藤井　遙人 ふじい　はると 永田　崚

40 群馬県立沼田高等学校 高校１年 小林　千惺 こばやし　ちせい 小林　千晴

41 神戸第一高等学校 高校１年 豊山　裕一朗 とよやま　ゆういちろう 豊山　紀子

佐々木　聖

令和４年５月22日（日）実施　カデ男子の部　出場者名簿

長良　円

山田　諭志

新田　涼平

江村　宏二



No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 光ヶ丘フェンシングクラブ 中学３年 鈴木　結 すずき　ゆい 鈴木　寛之

2 アスルクラロフェンシングアカデミー 中学２年 鈴木　輝愛 すずき　るあ

3 加藤学園暁秀高等学校 高校１年 岡田　彩良 おかだ　さら

4 静岡県立沼津西高等学校 高校２年 関谷　百萌 せきや　ももえ 関谷　彰

5 鹿児島Jr.フェンサーズ 中学３年 野元　麻央 のもと　まお 野元　健一郎

6 はしまモアフェンシングクラブ 中学３年 高橋　ひなた たかはし　ひなた

7 はしまモアフェンシングクラブ 中学２年 三宅　そな みやけ　そな

8 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 中学２年 西山　晴葵 にしやま　はるき 西山　義文　

9 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校２年 眞正　樹理 しんしょう　じゅり

10 上伊那農業高等学校 高校１年 五味　恋菜 ごみ　ここな 柴宮　洸汰

11 沼田フェンシングクラブ 中学２年 加藤　里菜 かとう　りな 加藤　ひろみ

12 群馬県立沼田女子高等学校 高校１年 安原　愛菜 やすはら　あいな 吉澤　千恵

13 愛知工業大学名電高等学校 高校１年 金髙　生幸 かねたか　せいさ 冨田　弘樹

14 大分県立大分豊府高等学校 高校２年 後藤　碧衣 ごとう　あおい 後藤　亮太郎

15 福岡県フェンシング協会 中学３年 肥川　寿々 ひかわ　すず 肥川　里織

16 福岡県フェンシング協会 中学２年 孫　櫻珊 そん　えいま 孫　レイレイ

17 長崎県立諫早商業高等学校 高校２年 寺平　琴望 てらひら　ことみ 松尾　友紀

18 岐阜県立大垣南高等学校 高校１年 奥村　春香 おくむら　はるか 西脇　一徳

19 香川県立高松北高等学校 高校２年 松本　結 まつもと　ゆい 未定

20 香川県立高松北高等学校 高校１年 水野　鶴貴 みずの　つき 未定

21 SEISA 中学１年 笹川　莉花 ささかわ　りか

22 SEISA 中学３年 イ　サシャ　ユンス い　さしゃ　ゆんす

23 SEISA 中学３年 中嶋　葉菜 なかじま　はな

24 SEISA 小学６年 江上　はな えがみ　はな

25 法政大学第二高等学校 高校２年 鈴木　凜 すずき　りん 鈴木　寛之

26 法政大学第二高等学校 高校１年 後藤　結衣 ごとう　ゆい

27 新田高等学校 高校１年 周藤　美月 すとう　みつき

28 新田高等学校 高校１年 片山　亜紀 かたやま　あき

29 えひめ愛顔のジュニアアスリート 中学３年 伊賀　麻茜 いが　まあか

30 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 大岡　詩苑 おおおか　しおん

31 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 西岡　郁花 にしおか　ふみか

32 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 石川　素愛 いしかわ　そあ

令和４年５月21日（土）実施　カデ女子の部　出場者名簿

長良　将司

高橋　裕美

江村　宏二

佐々木　聖



No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 Canadian Academy 高校２年 水戸ザビエルスカイ龍馬 みとざびえるすかいりゅうま 土肥　亨二

2 中央大学 大学１年 平田　悠翔 ひらた　ゆうと

3 中央大学 大学１年 福田　悠雅 ふくだ　ゆうが

4 東亜学園高等学校 高校３年 渡部　颯良 わたなべ　そら 渡部　達郎

5 三田フェンシングクラブ 中学３年 河野　碩資 かわの　おおすけ 河野　研郎

6 山口県立岩国工業高等学校 高校３年 上村　明武 うえむら　あきむ 上村　文

7 岐阜県立羽島北高等学校 高校３年 大北　稜 おおきた　りょう 三島　巧

8 早稲田大学 大学１年 佐藤　悠雅 さとう　はるまさ

9 早稲田大学 大学１年 密田　創太 みつだ　そうた

10 埼玉栄高等学校 高校３年 坪田　龍知 つぼた　とおち

11 日本大学 大学２年 大北　唯斗 おおきた　ゆいと

12 日本大学 大学２年 野島　里玖 のしま　りく

13 日本大学 大学１年 才木　良太 さいき　りょうた

14 青森県立黒石高等学校 高校２年 齊藤　虎ノ介 さいとう　とらのすけ

15 明石ジュニアフェンシング 中学２年 大塚　零生 おおつか　れお 大塚　哲也

16 日本体育大学 大学１年 天内　圭太 あまない　けいた

17 日本体育大学 大学１年 大村　尚土 おおむら　なおと

18 立命館大学 大学１年 沼尻　祥明 ぬまじり　よしあき

19 立命館大学 大学１年 佐竹　翔一 さたけ　しょういち

20 立命館大学 大学１年 越智　勇仁 おち　ゆうと

21 加藤学園高等学校 高校２年 平櫛　征人 ひらくし　ゆきと 前田　将大

22 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校３年 岡村　怜音 おかむら　れおん

23 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校２年 南郷　伊吹 なんごう　いぶき 南郷　沢弥

24 朝日大学 大学２年 小幡　風雅 おばた　ふうが

25 朝日大学 大学１年 伊藤　綾将 いとう　りょうま

26 朝日大学 大学１年 谷川　至音 たにがわ　しおん

27 富山県立富山西高等学校 高校２年 前田　絆成 まえだ　ばんせい 前田　久美子

28 立教大学 大学１年 野村　宗純 のむら　そうじゅん 野村　宗一郎

29 立教新座高等学校 高校３年 加藤　功聖 かとう　こうせい 小島　正也

30 愛知工業大学名電中学校 中学３年 奥井　咲之祐 おくい　さくのすけ

31 愛知工業大学名電高等学校 高校３年 堀　智貴 ほり　ともき

32 愛知工業大学名電高等学校 高校２年 明瀬　友斗 あかせ　ゆうと

33 愛知工業大学名電高等学校 高校２年 富平　洋丞 とみひら　ようすけ

34 愛媛県立三島高等学校 高校２年 菰田　遼太郎 こもだ　りょうたろう

35 愛媛県立三島高等学校 高校２年 石川　晴葵 いしかわ　はるき

令和４年５月21日（土）実施　ジュニア男子の部　出場者名簿

冨田　弘樹

新田　涼平



36 愛媛県立三島高等学校 高校２年 髙橋　龍聖 たかはし　りゅうせい

37 愛媛県立三島高等学校 高校１年 石川　裕月 いしかわ　ゆづき

38 長崎県立諫早商業高等学校 高校３年 浜口　歩 はまぐち　あゆむ 松尾　友紀

39 愛知工業大学 大学１年 山本　瑛未瑠 やまもと　えみる

40 岐阜県立大垣南高等学校 高校２年 大野　聖宇 おおの　しょう 西脇　一徳

41 法政大学第二高等学校 高校３年 坂本　雄大 さかもと　ゆうた 植竹　佑樹

42 法政大学第二高等学校 高校２年 柴山　徹 しばやま　とおる

43 法政大学第二高等学校 高校２年 茶野　友秋 ちゃの　ともあき

44 法政大学第二高等学校 高校２年 山口　李世 やまぐち　りぜ

45 香川県立高松北高等学校 高校３年 山口　晃生 やまぐち　こうき 未定

46 香川県立高松北高等学校 高校２年 黒石　悠平 くろいし　ゆうへい 未定

47 香川県立高松北高等学校 高校２年 入谷　太洋 いりたに　たいよう 未定

48 清風高等学校 高校３年 藤田　隼輔 ふじた　しゅんすけ 好川　裕士

49 清風高等学校 高校３年 辻野　智之 つじの　ともゆき 秋末　彩道

50 星槎国際高等学校川口 高校３年 上山　一鉄 うえやま　いってつ

51 星槎国際高等学校川口 高校３年 宮﨑　孝司郎 みやざき　こうしろう

52 星槎国際高等学校川口 高校２年 伊藤　羽舷 いとう　ひげん

53 星槎国際高等学校川口 高校２年 菅野　昊希 かんの　なつき

54 慶應義塾高等学校 高校３年 赤川　紘大 あかがわ　ひろと なし

55 慶應義塾高等学校 高校３年 渡辺　壯孜 わたなべ　そうし なし

56 慶應義塾高等学校 高校１年 切手　理幾 きって　あやおき なし

57 エスコラピオス学園海星高等学校 高校３年 寺本　晃 てらもと　あきら

58 エスコラピオス学園海星高等学校 高校３年 小林　亮太 こばやし　りょうた 小林　由紀

59 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校３年 石橋　廉大 いしばし　れんた

60 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校３年 髙橋　侑杜 たかはし　ゆうと　

61 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 中井　蓮大郎 なかい　れんたろう

62 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 後藤　優太 ごとう　ゆうた

63 東亜学園高等学校 高校２年 岡田　虎太朗 おかだ　こたろう

64 宮崎県立宮崎南高等学校 高校３年 青山　剛大 あおやま　たけひろ なし

65 専修大学 大学１年 大西　琳久 おおにし　りく なし

66 専修大学 大学１年 山本　絢土 やまもと　あやと なし

67 新田高等学校 高校２年 近平　大和 ちかひら　やまと

68 新田高等学校 高校１年 織田　優晴 おだ　ゆうせい

69 新田高等学校 高校１年 板橋　央 いたばし　あきら

70 宮崎県立本庄高等学校 高校１年 藤井　遙人 ふじい　はると 永田　崚

佐々木　聖

新田　涼平

江村　宏二

小栗　千紗絵



No 所属 学年 氏　　名 ふりがな 帯同コーチ

1 東京女子体育大学 大学１年 村上　愛夢 むらかみ　えむ

2 法政大学 大学１年 鈴木　暦 すずき　こよみ 敷根　裕一

3 加藤学園暁秀高等学校 高校１年 岡田　彩良 おかだ　さら 長良　将司

4 加藤学園高等学校 高校２年 髙嶋　悠衣 たかしま　ゆい 長良　円

5 静岡県立沼津西高等学校 高校２年 関谷　百萌 せきや　ももえ 関谷　彰

6 鹿児島Jr.フェンサーズ 中学３年 野元　麻央 のもと　まお 野元　健一郎

7 はしまモアフェンシングクラブ 中学３年 高橋　ひなた たかはし　ひなた

8 はしまモアフェンシングクラブ 中学２年 三宅　そな みやけ　そな

9 埼玉栄高等学校 高校３年 大島　愛実 おおしま　まなみ

10 東京都立王子総合高等学校 高校３年 平林　七奈子 ひらばやし　ななこ

11 日本体育大学 大学１年 川村　佳乃 かわむら　かの

12 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 中学２年 西山　晴葵 にしやま　はるき 西山　義文

13 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校３年 駒路　ひかる こまじ　ひかる

14 鹿児島県立鹿児島南高等学校 高校２年 眞正　樹理 しんしょう　じゅり

15 立命館大学 大学１年 丸藻　恭加 まるも　きよか

16 香川県立三本松高等学校 高校３年 植村　紀香 うえむら　のりか 國金　直剛

17 朝日大学 大学１年  東　未来 あずま　みく

18 朝日大学 大学１年 八惣　柚香 やそう　ゆずか

19 柳井学園高等学校 高校３年 谷口　真麻 たにぐち　まお 山田　諭志

20 日本大学 大学２年 笹木　咲里 ささき　さり 野島　里玖

21 日本大学 大学１年 笠原　佳姫 かさはら　よしき 笠原　生子

22 日本大学 大学１年 金子　優衣奈 かねこ　ゆいな 大北　唯人

23 中京大学 大学１年 髙殿　実叶 たかどの　みか

24 中京大学 大学１年 小林　侑愛 こばやし　ゆうあ

25 愛知工業大学名電高等学校 高校１年 金髙　生幸 かねたか　せいさ 冨田　弘樹

26 大分県立大分豊府高等学校 高校２年 後藤　碧衣 ごとう　あおい 後藤　亮太郎

27 愛媛県立三島高等学校 高校３年 大井　歌乃 おおい　うたの

28 愛媛県立三島高等学校 高校３年 佐伯　菜奈美 さいき　ななみ

29 愛媛県立三島高等学校 高校３年 山﨑　萌愛 やまさき　もえ

30 愛媛県立三島高等学校 高校３年 宮崎　真優子 みやざき　まゆこ

31 愛媛県立三島高等学校 高校２年 石津　真帆 いしず　まほ

32 愛媛県立三島高等学校 高校２年 吉田　鈴桜 よしだ　りお

33 福岡県フェンシング協会 中学３年 肥川　寿々 ひかわ　すず 肥川　里織

34 福岡県フェンシング協会 中学２年 孫　櫻珊 そん　えいま 孫　レイレイ

35 長崎県立諫早商業高等学校 高校２年 一瀬　咲季 いちのせ　さき

令和４年５月22日（日）実施　ジュニア女子の部　出場者名簿

松尾　友紀

福本　かな

高橋　裕美



36 長崎県立諫早商業高等学校 高校２年 寺平　琴望 てらひら　ことみ

37 長崎県立諫早商業高等学校 高校２年 黒田　七夏 くろだ　なな

38 長崎県立諫早商業高等学校 高校２年 徳永　美波音 とくなが　みはね

39 岐阜県立大垣南高等学校 高校１年 奥村　春香 おくむら　はるか 西脇　一徳

40 香川県立高松北高等学校 高校２年 後藤　千里 ごとう　ちさと 後藤　正幸

41 渋谷教育学園幕張高等学校 高校３年 山﨑　妃奈乃 やまざき　ひなの 山﨑　範子

42 SEISA 高校２年 板橋　香菜子 いたはし　かなこ

43 SEISA 中学３年 イ　サシャ　ユンス い　さしゃ　ゆんす

44 SEISA 中学３年 中嶋　葉菜 なかじま　はな

45 エスコラピオス学園海星高等学校 高校２年 松本　栖羽 まつもと　すう 長嶋　柊司

46 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 山口　舞子 やまぐち　まいこ

47 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 加藤　杏実 かとう　あみ

48 岐阜県立岐阜各務野高等学校 高校２年 亀井　佑月 かめい　ゆづき

49 新田高等学校 高校２年 伊藤　優果 いとう　ゆうか

50 新田高等学校 高校２年 織田　優波 おだ　ゆわ

51 新田高等学校 高校２年 吉岡　美海 よしおか　みう

52 新田高等学校 高校１年 周藤　美月 すとう　みつき

53 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 大岡　詩苑 おおおか　しおん

54 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 西岡　郁花 にしおか　ふみか

55 愛媛フェンシングクラブ 中学３年 石川　素愛 いしかわ　そあ

56 同志社大学 大学１年 田村　梨渚 たむら　りな なし

佐々木　聖

小栗　千紗絵

江村　宏二

松尾　友紀


