
令和4年 7月24日（日）

大会第３日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場〕

所属 氏名 所属 氏名

薬師　子龍 本間　陽向

前田　迅理 和田　大世

廣上　遥大 佐藤　柊吾

渡辺　耀仁 松本　悠詩

鎌滝　孔大 鴫原　瑛翔

茂木　文壱 田代　凌雅

田中　奏佑 大澤　与朗

加藤　颯希 齋藤　颯良
加藤　生純 新田　希沙良
加藤　良成 佐藤　仁哉

田内　颯斗 原　悠葵

岩附　湊士 成沢　優輝

石原　康成 榎本　絃人

馬淵　朝日 日比　亮太朗

山下　翔生 日浦　維吹

石田　海翔 西村　優

安東　恭助 畑　雄太

西方　裕 羽勢　歩

足利　駿輔 二宮　威仁

山﨑　葵 福富　晴真

砂田　竜我 矢野　叶大

清水　春翔 西村　優大

小坂　拓三 片岡　悠佑

河野　悠人 藤岡　凌功

前田　竜成 大塚　理功

白石　宇香 町田　光優

河邊　大晟 深澤　裕也

沖山　怜太郎 森原　颯一郎

大坪　航 小久保　有唯

石原　叡 宮浜　嘉惟

師岡　宗太朗 稲葉　光

星山　征李 村田　煌冴

川崎　航 村田　碧翔

松本　正太郎 田中　遼大

倉田　隼佑 五藤　祐人

岩本　賢志 中川　翔太

田中　惺太郎 瀬山　真輝

阿部　磨郁 倉敷　信之介

中村　柾春 金子　詢平

光川　眞生 斎藤　聡太朗

河野　碩資 太田　幸輝

田尾　康介 岩本　侑樹

神長　悠真 才木　秀太

浦野　圭 高野　兼斗

伊藤　煌二郎 西村　健也

津谷　龍星 埋橋　匠

夏井　優 伊東　亮

安井　朱雀 青柳　樹

鈴木　諒 栗原　悠

丸山　慶士 長澤　陸来

渡辺　伊万里 田村　陽音

羽田　光洋 藤川　陽仁

安武　龍杜 中尾　豪太

吉永　虎大 石田　望晟

小口　陽也 冨田　峻世

岩元　一真 芳賀　舵生

山二　晴 萩原　聡太

飯塚　葵生 椚瀬　優真

三田　悠月 小浦　隆政

中馬　僚祐 細川　航平

木榑　隆詩 野田　旺佑

佐伯　真 村上　日陽

志賀　世怜 飯村　要

柳　翔吾 和田　永画

滝沢　彪太

杉本　悠樹
柚山　力飛
松ケ下　裕理

藤原　彰大

10

札幌大谷中学校11

16

富山パレスフェンシングクラブ

23

京都きっず

慶應義塾湘南藤沢中等部A9

8

龍谷大学付属平安高等学校・中学校

33

34

早稲田中学校B24

鳥羽市立鳥羽東中学校25

30

鳥取ジュニアフェンシングクラブ

徳島県立城ノ内中等教育学校

川俣町フェンシングスポーツ少年団A18

19 川俣町フェンシングスポーツ少年団B

早稲田中学校A

はしまモアB

おおたスポーツ学校

青山クラブ21

5 フェンシング　ステージ

6

宮崎県ジュニアフェンシングクラブ7

鎌ヶ谷フェンシングクラブ

●男子団体戦名簿

第8回全国中学生フェンシング選手権大会

長野ジュニアFC

大分豊府中学校

ＳＥＩＢＵスポーツクラブ

22

1

3 はしまモアA

2

徳島文理中学校

慶應義塾湘南藤沢中等部B

箕輪中学校B31

立教新座中学校A

立教新座中学校B

箕輪中学校A

18 清風中学校･高等学校

29

14

12

13

17 沼田フェンシングクラブ

三田フェンシングクラブ

秋田市ジュニアフェンサーズ

15
32

20

27

28

26

埼玉栄中学校

鹿児島南クラブ

千葉県立東葛飾中学校
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所属 氏名

谷村　星奈 泉川　結衣

杉江　莉々香 山田　杏珠

中島　加鈴 都築　優花

髙橋　ひなた 岸田　凛

加藤　璃紗 南　咲帆

村瀬　あかり 高橋　菜乃葉

髙橋　ののか 谷川　こころ

三宅　そな 藤野　美咲

堀尾　瑠華 木丸　由惟

小野塚　生 渡邉　芯優

前田　彩心 岡田　朋遥

柴田　奈己未 森本　陽菜

原田　小由紀 中地　穂果

古瀬村　彩 村山　舞衣子

阿久津　莉亜菜 木村　笑菜

浅見　萠寧 目堅　満帆

齊藤　環 井上　莉那

齋木　瀬奈 佐藤　愛子

髙木　碧花 福島　楓

木村　凜 岡部　雅季

小池　麻央 佐藤　綺素

永屋　沙優 高畠　望

鈴木　結 亀井　愛菜美

高橋　梨桜 新居　愛実

逆井　彩結 西尾　日和

原田　梨央 後東　梨亜

水戸　彩那 大箸　優子

今井　くるみ 宮本　茉桜

今村　文音 保科　幸那

後藤　千夏 有賀　姫夏

佐藤　穂花 城内　麻衣

成田　和叶 横井　雫

松渕　彩花 田中　鈴音

齋藤　香都 小池　琴音

長岡　こころ 伊藤　璃咲

土佐　優奈 春田　友菜

湯田　夏音色 藤原　小夏

勝又　康心 玉木　菜々美

木村　莉緒 伴　優月

宮垣　わこ 澤田　佳乃

中嶋　梨乃 林　七星

萱島　朝香 中島　桜子

桐木平　乃愛 前原　百花

吉岡　杏梛 林　里紗

加藤　里菜 上田　莉愛

並木　胡桃 薮崎　詩

河野　葉月 吉岡　日菜子

高橋　めいさ

仙田　怜桜菜

立命館中学校B27

大分豊府中学校B

大分豊府中学校A

千葉県立東葛飾中学校 B

25 南箕輪わくわくクラブ

26 立命館中学校A

24 箕輪中学校 B

23 箕輪中学校 A

徳島文理中学校

同志社女子中学校・高等学校 A

17

18

同志社女子中学校・高等学校 B

徳島県立城ノ内中等教育学校A

徳島県立城ノ内中等教育学校B

22

14

15

16

慶應義塾湘南藤沢中等部 A

19

20

21

第8回全国中学生フェンシング選手権大会

2 はしまモア A

3 はしまモア B

4 いわきフェンシングスポーツ少年団

1 千葉県立東葛飾中学校 AKiri.Jr.フェンシングチーム

12 鹿児島南クラブ

●女子団体戦名簿

慶應義塾湘南藤沢中等部 B6

9 秋田市ジュニアフェンサーズA

京都きっず8

5

7 光が丘フェンシングクラブ

13 沼田フェンシングクラブ

28 安来フェンシングクラブ

秋田市ジュニアフェンサーズB10

沼津フェンシングクラブ11


