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1 ジュニアフェンシング大分 衞藤 主税 ミニム男子 衞藤　真哉

2 鳥羽市立鳥羽東中学校 小久保 有唯 カデ男子 小久保　郁子

3 鹿児島Jr.フェンサーズ 野元 麻央 カデ女子 野元　健一郎

4 鹿児島Jr.フェンサーズ 野元 麻央 高校生女子 野元　健一郎

5 ジュニアフェンシング大分 小野 佑嘉 カデ男子 小野 大輔

6 ジュニアフェンシング大分 小野 佑嘉 高校生男子 小野 大輔

7 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 田中 遼大 カデ男子 田中　元

8 沼田フェンシングクラブ 加藤 里菜 カデ女子 加藤　ひろみ

9 山口県立岩国工業高等学校 上村 明武 高校生男子 〇 上村　文

10 福岡県フェンシング協会 肥川 寿々 カデ女子 野元伸一郎

11 福岡県フェンシング協会 肥川 寿々 高校生女子 野元伸一郎

12 福岡県フェンシング協会 孫 櫻珊 カデ女子 橋本　　寛

13 福岡県フェンシング協会 孫 櫻珊 高校生女子 橋本　　寛

14 福岡県フェンシング協会 松永 純大 カデ男子 野元伸一郎

15 福岡県フェンシング協会 松永 純大 高校生男子 野元伸一郎

16 明石ジュニアフェンシング 大塚 零生 カデ男子 大塚　哲也

17 明石ジュニアフェンシング 大塚 零生 高校生男子 大塚　哲也

18 NEXUS FENCING CLUB 中尾 斐斗 ミニム男子 中尾　和憲

19 NEXUS FENCING CLUB 金刺 慶一郎 ミニム男子 金刺　伸一

20 NEXUS FENCING CLUB 中尾 斐斗 カデ男子 中尾　和憲

21 NEXUS FENCING CLUB 金刺 慶一郎 カデ男子 金刺　伸一

22 鹿児島南高等学校 眞正 樹理 カデ女子

23 鹿児島南高等学校 眞正 樹理 高校生女子

24 三田フェンシングクラブ 河野 碩資 カデ男子 河野　研郎

25 長野ジュニアフェンシングクラブ 佐藤 仁哉 カデ男子 佐藤　真智子

26 群馬県立沼田女子高等学校 安原 愛菜 カデ女子 安原　宏幸

27 香川県立三本松高等学校 池田 涼平 高校生男子 〇 國金　直剛

28 香川県立三本松高等学校 太田 燿羽 高校生男子 〇 國金　直剛

29 香川県立三本松高等学校 横尾 駿 高校生男子 〇 國金　直剛

30 香川県立三本松高等学校 穴吹 知世 高校生女子 〇 國金　直剛

31 香川県立三本松高等学校 牟禮 真緒 高校生女子 〇 國金　直剛

32 鹿児島南クラブ 岩元 一真 カデ男子 古川　正美

33 法政大学第二高等学校 鈴木 凜 カデ女子 敷根　裕一

34 法政大学第二高等学校 伊藤 遼志 カデ男子 敷根　裕一

35 光ヶ丘フェンシングクラブ 福島 暖大 カデ男子 鈴木　寛之

36 光ヶ丘フェンシングクラブ 鈴木 結 カデ女子 鈴木　寛之

37 Canadian Academy 水戸 ザヴィエルスカイ龍馬 高校生男子 土肥　亨二

38 愛知工業大学名電中学校 奥井 咲之祐 カデ男子 〇 櫛橋　茉由

39 愛知工業大学名電中学校 奥井 咲之祐 高校生男子 奥井　直子

40 はしまモアフェンシングクラブ 髙橋 ひなた カデ女子 髙橋裕美

41 はしまモアフェンシングクラブ 髙橋 ひなた 高校生女子 髙橋裕美

42 はしまモアフェンシングクラブ 三宅 そな カデ女子 髙橋裕美

43 はしまモアフェンシングクラブ 三宅 そな 高校生女子 髙橋裕美

44 はしまモアフェンシングクラブ 馬淵 朝日 ミニム男子 馬淵智寛

45 はしまモアフェンシングクラブ 馬淵 朝日 カデ男子 馬淵智寛

46 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 田代 侑己 カデ男子 〇 山田　諭志

参加者リスト
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47 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 河村 萌生 ミニム女子 〇 中村　裕子

48 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 古賀 梓文 ミニム男子 〇 吉木　和希

49 エスコラピオス学園海星高等学校 小林 亮太 高校生男子 〇 辻　高明

50 エスコラピオス学園海星高等学校 冨永 大悟 高校生男子 〇 辻　高明

51 エスコラピオス学園海星高等学校 中原 拓海 高校生男子 〇 辻　高明

52 エスコラピオス学園海星高等学校 松本 栖羽 高校生女子 〇 辻　高明

53 群馬県立沼田高等学校 小林 千惺 カデ男子 小林千晴

54 群馬県立沼田高等学校 小林 千惺 高校生男子 小林千晴

55 立教新座中学校 芳賀 舵生 カデ男子 伊東洋祐

56 立教新座中学校 芳賀 舵生 高校生男子 伊東洋祐

57 加藤学園暁秀高等学校 岡田 彩良 カデ女子 長良　円

58 静岡県立沼津西高等学校 関谷 百萌 カデ女子 長良　円

59 沼津FC 勝又 康心 カデ女子 長良　円

60 アスルクラロフェンシングアカデミー 鈴木 輝愛 カデ女子 長良　円

61 アスルクラロフェンシングアカデミー バーナード 洋人 カデ男子 バーナード　朝子

62 アスルクラロフェンシングアカデミー 廣岡 亜門 カデ男子 廣岡　早苗

63 アスルクラロフェンシングアカデミー 木村 凜之介 カデ男子 長良　円

64 アスルクラロフェンシングアカデミー 木村 凜之介 ミニム男子 木村　綾子

65 鹿児島県立鹿児島南高等学校 古川 昊 カデ男子 古川　正美

66 大分豊府高校 後藤 碧衣 カデ女子 後藤 亮太郎

67 大分豊府高校 後藤 碧衣 高校生女子 後藤 亮太郎

68 津・みえFC 長嶋 翼 ミニム男子 長嶋　明子

69 神戸第一高等学校 豊山 裕一朗 カデ男子 百地　學

70 立教新座高等学校 河原 資起 カデ男子 伊東　洋祐

71 立教新座高等学校 河原 資起 高校生男子 伊東　洋祐

72 立教新座中学校 芳賀 舵生 カデ男子 伊東　洋祐

73 立教新座中学校 芳賀 舵生 高校生男子 伊東　洋祐

74 大垣南高校 奥村 春香 カデ女子 西脇　一徳

75 しまばらキッズフェンサーズ 今田 湊 ミニム男子 今田　匠

76 しまばらキッズフェンサーズ 浜口 鉄生 ミニム男子 今田　匠

77 しまばらキッズフェンサーズ 浜口 皇成 カデ男子 今田　匠

78 同志社女子中学校・高等学校 岡部 凛香 高校生女子 吉田　和高

79 同志社女子中学校・高等学校 中道 怜 高校生女子 吉田　和高

80 同志社女子中学校・高等学校 数井 詩 高校生女子 吉田　和高

81 同志社女子中学校・高等学校 佐山 晏渚 高校生女子 山本　啓太

82 同志社女子中学校・高等学校 武内 心咲 高校生女子 山本　啓太

83 同志社女子中学校・高等学校 寺原 万琳 高校生女子 山本　啓太

84 同志社女子中学校・高等学校 寺原 万琳 カデ女子 吉田　和高

85 同志社女子中学校・高等学校 木村 笑菜 カデ女子 吉田　和高

86 同志社女子中学校・高等学校 目堅 真帆 カデ女子 吉田　和高

87 同志社女子中学校・高等学校 佐藤 愛子 カデ女子 山本　啓太

88 同志社女子中学校・高等学校 川瀬 愛由 カデ女子 山本　啓太

89 慶應義塾湘南藤沢高等部 小熊 浩太朗 高校生男子 〇 石原　剛

90 慶應義塾湘南藤沢中等部 石原 叡 カデ男子 〇 石原　剛

91 慶應義塾湘南藤沢中等部 師岡 宗太朗 カデ男子 〇 師岡　誠一

92 宮崎県立本庄高等学校 藤井 遙人 カデ男子 永田　崚

93 長崎県立諫早商業高等学校 浜口 歩 高校生男子 松尾　友紀

94 長崎県立諫早商業高等学校 新宮 直将 高校生男子 松尾　友紀
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95 長崎県立諫早商業高等学校 清水 星羽 高校生男子 松尾　友紀

96 長崎県立諫早商業高等学校 黒田 七夏 高校生女子 松尾　友紀

97 長崎県立諫早商業高等学校 一瀬 咲季 高校生女子 松尾　友紀

98 長崎県立諫早商業高等学校 徳永 美波音 高校生女子 松尾　友紀

99 長崎県立諫早商業高等学校 寺平 琴望 高校生女子 松尾　友紀

100 長崎県立諫早商業高等学校 橋野 美咲 高校生女子 松尾　友紀

101 長崎県立諫早商業高等学校 清水 星羽 カデ男子 松尾　友紀

102 長崎県立諫早商業高等学校 寺平 琴望 カデ女子 松尾　友紀

103 愛媛県立三島高等学校 菰田 遼太郎 高校生男子 新田　涼平

104 愛媛県立三島高等学校 石川 晴葵 高校生男子 新田　涼平

105 愛媛県立三島高等学校 髙橋 龍聖 高校生男子 新田　涼平

106 愛媛県立三島高等学校 石川 裕月 高校生男子 新田　涼平

107 愛媛県立三島高等学校 伊藤 花乃 高校生女子 福本　かな

108 愛媛県立三島高等学校 石津 真帆 高校生女子 福本　かな

109 愛媛県立三島高等学校 大井 歌乃 高校生女子 福本　かな

110 愛媛県立三島高等学校 吉田 鈴桜 高校生女子 福本　かな

111 愛媛県立三島高等学校 髙橋 龍聖 カデ男子 新田　涼平

112 愛媛県立三島高等学校 石川 裕月 カデ男子 新田　涼平

113 立命館中学校 林 七星 カデ女子 加藤　美也子

114 立命館中学校 中島 桜子 カデ女子 加藤　美也子

115 立命館中学校 林 七星 高校生女子 加藤　美也子

116 立命館中学校 中島 桜子 高校生女子 加藤　美也子

117 立命館高等学校 井上 将人 カデ男子 加藤　美也子

118 立命館高等学校 井上 将人 高校生男子 加藤　美也子

119 立命館高等学校 平岡 大知 高校生男子 加藤　美也子

120 立命館高等学校 石垣 昊汰 高校生男子 加藤　美也子

121 立命館高等学校 弓削 皇介 高校生男子 加藤　美也子

122 三重県立津東高等学校 岡崎 遥香 高校生女子 〇 大野　幸太

123 三重県立津東高等学校 土子 ひなた 高校生女子 〇 大野　幸太

124 三重県立津東高等学校 中井 智愛 高校生女子 〇 大野　幸太

125 三重県立津東高等学校 村田 大侑 高校生男子 〇 西川　勝利

126 三重県立津東高等学校 川崎 蒼天 高校生男子 〇 西川　勝利

127 三重県立津東高等学校 土子 ひなた カデ女子 西川　勝利

128 三重県立津東高等学校 中井 智愛 カデ女子 西川　勝利

129 三重県立津東高等学校 村田 大侑 カデ男子 大野　幸太

130 三重県立津東高等学校 川崎 蒼天 カデ男子 大野　幸太

131 星槎国際高等学校川口 伊藤 羽舷 高校生男子 伊藤誉子

132 SEISA 田丸 広 カデ男子 森　翔一

133 SEISA 田丸 広 高校生男子 森　翔一

134 SEISA トゥルヒーン ミハイル カデ男子 森　翔一

135 SEISA トゥルヒーン ミハイル 高校生男子 森　翔一

136 SEISA 笹川 莉花 ミニム女子 〇 森　翔一

137 SEISA 笹川 莉花 カデ女子 〇 森　翔一

138 SEISA 笹川 莉花 高校生女子 〇 森　翔一

139 SEISA イ サシャ　ユンス カデ女子 森　翔一

140 SEISA イ サシャ　ユンス 高校生女子 森　翔一

141 SEISA 中嶋 葉菜 カデ女子 森　翔一

142 SEISA 中嶋 葉菜 高校生女子 森　翔一
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143 SEISA 江上 はな ミニム女子 森　翔一

144 SEISA 江上 はな カデ女子 森　翔一

145 福岡魁誠高校 岩井 晴輝 高校生男子 村岡　聡丞

146 福岡魁誠高校 鴫原 誠人 高校生男子 村岡　聡丞

147 宮城県利府高等学校 須田 晄平 カデ男子 森　翔一

148 宮城県利府高等学校 須田 晄平 高校生男子 森　翔一

149 長野県上伊那農業高等学校 五味 恋菜 カデ女子 五味めぐみ

150 柳井学園高等学校 岡田 亜沙美 高校生女子 〇 山田　諭志

151 柳井学園高等学校 谷口 真麻 高校生女子 〇 山田　諭志

152 柳井学園高等学校 下村 悠陽 カデ男子 中村　裕子

153 柳井学園高等学校 下村 悠陽 高校生男子 〇 山田　諭志

154 柳井学園高等学校 鈴木 愛華 カデ女子 中村　裕子

155 柳井学園高等学校 鈴木 愛華 高校生女子 〇 山田　諭志

156 柳井学園高等学校 松原 知夏 カデ女子 中村　裕子

157 柳井学園高等学校 松原 知夏 高校生女子 〇 山田　諭志

158 柳井学園高等学校 泉 穂乃香 カデ女子 〇 中村　裕子

159 柳井学園高等学校 泉 穂乃香 高校生女子 中村　裕子

160 柳井学園高等学校 廣中 冬聖 カデ男子 中村　裕子

161 柳井学園高等学校 廣中 冬聖 高校生男子 〇 山田　諭志

162 柳井学園高等学校 長光 宏太 高校生男子 〇 山田　諭志

163 柳井学園高等学校 長光 宏太 カデ男子 中村　裕子

164 柳井学園高等学校 田中 至庸 カデ男子 中村　裕子

165 柳井学園高等学校 田中 至庸 高校生男子 〇 中村　裕子

166 柳井エスクリム 山田 仁太 ミニム男子 〇 中村　裕子

167 柳井エスクリム 河邉 光流 カデ男子 〇 中村　裕子

168 柳井エスクリム 河戸 優愛 ミニム女子 〇 中村　裕子

169 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 西山 晴葵 カデ女子 西山　義文

170 三重県立津東高等学校 三木 優穂 カデ女子 〇 大野　幸太

171 三重県立津東高等学校 三木 優穂 高校生女子 〇 大野　幸太

172 新田高校 織田 優晴 カデ男子 佐々木　聖

173 新田高校 織田 優晴 高校生男子 佐々木　聖

174 新田高校 板橋 央 カデ男子 佐々木　聖

175 新田高校 近平 大和 高校生男子 佐々木　聖

176 新田高校 周藤 美月 カデ女子 佐々木　聖

177 新田高校 片山 亜紀 カデ女子 佐々木　聖

178 新田高校 伊藤 優果 高校生女子 佐々木　聖

179 新田高校 織田 優波 高校生女子 佐々木　聖

180 新田高校 吉岡 美海 高校生女子 佐々木　聖

181 愛媛フェンシングクラブ 高橋 星太 ミニム男子 佐々木　聖

182 愛媛フェンシングクラブ 織田 蒼晴 ミニム男子 織田　祐希

183 愛媛フェンシングクラブ 井上 幹雄 ミニム男子 隅岡　元気

184 愛媛フェンシングクラブ 小林 歩叶 ミニム男子 隅岡　元気

185 愛媛フェンシングクラブ 田原 拓実 ミニム男子 隅岡　元気

186 愛媛フェンシングクラブ 井上 幹雄 カデ男子 隅岡　元気

187 愛媛フェンシングクラブ 高橋 来太 カデ男子 佐々木　聖

188 愛媛フェンシングクラブ 大岡 詩苑 カデ女子 佐々木　聖

189 愛媛フェンシングクラブ 西岡 郁花 カデ女子 佐々木　聖

190 愛媛フェンシングクラブ 大岡 詩苑 高校生女子 佐々木　聖
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191 愛媛フェンシングクラブ 西岡 郁花 高校生女子 佐々木　聖

192 えひめ愛顔のジュニアアスリート 合田 夏希 ミニム女子 佐々木　聖

193 えひめ愛顔のジュニアアスリート 中村 優亜 ミニム女子 佐々木　聖

194 えひめ愛顔のジュニアアスリート 伊賀 麻茜 カデ女子 佐々木　聖

195 えひめ愛顔のジュニアアスリート 秋田 詩音 カデ男子 佐々木　聖


