
第8回全国小学生大会選手名簿（小学５、６年生男子フルーレ） 第8回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生女子フルーレ）

所属 氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな

1 F+FENCING CLUB TOKYO 赤澤　和論 あかざわ　わろん 1 FAE 冨田　優良 とみだ　ゆら

2 FAE 関口　遥稀 せきぐち　はるき 2 isco fencing club 八塚　愛理 やつか　あいり

3 Haiku フェンシング 坪上　魁里 つぼかみ　かいり 3 NEXUS FENCING CLUB 阿部　璃麗 あべ　るい

4 HITA Jr. 松尾　快 まつお　かい 4 NEXUS FENCING CLUB 澤　芹奈 さわ　せりな

5 isco fencing club 平本　理志 ひらもと　さとし 5 NPO法人栃木スポーツネット 前田　夏芽 まえだ　なつめ

6 isco fencing club 天野　瑛斗 あまの　えいと 6 RITZ　FENCING　ACADEMY 細田　優輝乃 ほそだ　ゆきの

7 IWATAFENCINGCLUB 鈴木　侃太 すずき　かんた 7 RITZ　FENCING　ACADEMY 阿藤　颯良 あとう　さら

8 IWATAFENCINGCLUB 宮島　柊翔 みやじま　とわ 8 RITZ　FENCING　ACADEMY 西谷　麻友花 にしたに　まゆか

9 NEXUS FENCING CLUB 井下田　ノア一輝 いげた　のあかずき 9 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 木下　ゆめ乃 きのした　ゆめの

10 NEXUS FENCING CLUB 町田　桔平 まちだ　きっぺい 10 トゥッティフェンシングクラブ 原口　花蓮 はらぐち　かれん

11 RITZ　FENCING　ACADEMY 土田　悠人 つちだ　ゆうと 11 トゥッティフェンシングクラブ 森山　結月 もりやま　ゆづき

12 RITZ　FENCING　ACADEMY 伊藤　湊祐 いとう　そうすけ 12 はしまモア 矢橋　暖望 やばし　のの

13 RITZ　FENCING　ACADEMY 有薗　皓志 ありぞの　こうし 13 はしまモア 宮崎　咲羽 みやざき　さわ

14 RITZ　FENCING　ACADEMY 大月　アレス おおつき　あれす 14 はしまモア 石黒　瑠愛 いしぐろ　るうな

15 RITZ　FENCING　ACADEMY 高橋　由宇 たかはし　ゆう 15 はしまモア 正岡　和果 まさおか　わか

16 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 廣上　結己 ひろかみ　ゆうき 16 はしまモア 鷲見　はな すみ　はな

17 SEISA 三浦　聡介 みうら　そうすけ 17 はしまモア 國井　楓菜 くにい　ふうな

18 アプルス 加藤　義真 かとう　よしなお 18 はしまモア 高橋　せいら たかはし　せいら

19 おおたスポーツ学校 山田　悠英 やまだ　ゆうえい 19 安来フェンシングクラブ 渡辺　心春 わたなべ　こはる

20 ジュニアフェンシング大分 衛藤　主税 えとう　ちから 20 一関フェンシングスポーツ少年団 田村　葵 たむら　あおい

21 ジュニアフェンシング大分 矢野　真都 やの　まなと 21 一関フェンシングスポーツ少年団 畠山　留可 はたけやま　るか

22 スターフェンシングアカデミー 高橋　麗人 たかはし　うると 22 横浜フェンサーズクラブ 坂蒔　希実 さかまき　のぞみ

23 スターフェンシングアカデミー 澤海　光希 そうみ　みつき 23 岡山少年クラブ 田上　絢萌 たのうえ　あやめ

24 スターフェンシングアカデミー 本多　怜 ほんだ　れん 24 柿の木台スケルマ 安川　心晴 やすかわ　こはる

25 トゥッティフェンシングクラブ 浅間　皇輝 あさま　こうき 25 柿の木台スケルマ 鎌田　磨星 かまた　まほ

26 みなとフェンシングクラブ 井上　孝午 いのうえ　こうご 26 関西国際学園 坂田　怜心 さかた　れみ

27 みなとフェンシングクラブ 廣瀬　健太郎 ひろせ　けんたろう 27 岩国ジュニアフェンシングクラブ 波田　絢音 はだ　あやね

28 みなとフェンシングクラブ 石原　慎一郎 いしはら　しんいちろう 28 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 穀田　有莉 こくた　ゆり

29 安来フェンシングクラブ 高橋　希 たかはし　のぞみ 29 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 佐藤　芽依 さとう　めい

30 一関フェンシングスポーツ少年団 小野寺　陽斗 おのでら　はると 30 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 金野　新 こんの　さら

31 河内ＪＦＣ 原田　祥吾 はらだ　しょうご 31 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 柳川　夢叶 やなかわ　ゆめか

32 河南町フェンシングクラブ 渡辺　裕 わたなべ　たすく 32 京都フューチャーフェンシングクラブ 和田　莉々翔 わだ　りりか

33 岩国ジュニアフェンシングクラブ 七五三　航平 しめ　こうへい 33 京都フューチャーフェンシングクラブ 小室　美優紀 こむろ　みゆき

34 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 後藤　勇佑 ごとう　ゆうすけ 34 京都フューチャーフェンシングクラブ 垣本　心奏 かきもと　もか

35 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 藤川　典 ふじかわ　つかさ 35 光ヶ丘フェンシングクラブ 水鳥　優花 みずとり　ゆうか

36 京都きっず 北嶋　然 きたじま　ぜん 36 厚木Fencers Silver Chariots Bui　Mai　Chi ぶい　まい　ちー

37 京都フューチャーフェンシングクラブ 富井　章仁 とみい　あきひと 37 香川ジュニアフェンシングクラブ 山畑　歌子 やまはた　うたこ

38 広瀬町フェンシングクラブ 椿　流空 つばき　るあ 38 香川ジュニアフェンシングクラブ 多田　智春 ただ　ちはる

39 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　巧汰 かわ　こうた 39 合川フェンシングクラブ 石澤　煌 いしざわ　きらり

40 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　悠汰 かわ　ゆうた 40 佐賀ジュニアクラブ 一ノ瀬　双葉 いちのせ　ふたば

41 合川フェンシングクラブ 富樫　人道 とがし　ひとみち 41 札幌クラブ 上山　ほの香 うえやま　ほのか

42 合川フェンシングクラブ 石澤　一颯 いしざわ　いぶき 42 三重海星フェンシングクラブ 石渡　木野香 いしわた　このか

43 佐賀ジュニアクラブ 淵　要介 ふち　ようすけ 43 三重海星フェンシングクラブ 水田　衣咲 みずた　いさき

44 札幌クラブ 荒尾　尚麻 あらお　しょうま 44 山梨ジュニアＦＣ 及川　聖奈 おいかわ　せな

45 札幌クラブ 斉藤　源治 さいとう　げんじ 45 山梨ジュニアＦＣ 中川　千里 なかがわ　ちさと

46 三重海星フェンシングクラブ 門脇　依吹 かどわき　いぶき 46 秋田市ジュニアフェンサーズ 湯田　芽吹 ゆだ　めぶき

47 三重海星フェンシングクラブ 田中　雄理 たなか　ゆうり 47 小金井フェンシングクラブ 秦　友希笑 はた　ゆきえ

48 滋賀JFC 小野　泰真 おの　たいしん 48 小金井フェンシングクラブ Sadayoshi　Angela さだよし　あんじゅら

49 滋賀JFC 久保　幸大 くぼ　こうだい 49 松江フェンシングクラブ 別所　沙良 べっしょ　さら

50 鹿児島南クラブ 羽田　仁哉 はた　じんや 50 沼津フェンシングクラブ 土屋　莉子 つちや　りこ

51 鹿児島南クラブ 二宮　脩仁 にのみや　しゅうじ 51 沼田フェンシングクラブ 鎌田　紗和 かまた　さわ

52 松江フェンシングクラブ 遠藤　蒼太 えんどう　そうた 52 沼田フェンシングクラブ 石﨑　実音 いしさき　みお

53 松山ジュニアフェンシングクラブ 森本　凌成 もりもと　りせ 53 沼田フェンシングクラブ 小嶌　莉央 こじま　りお

54 松山ジュニアフェンシングクラブ 宮部　太希 みやべ　たいき 54 沼田フェンシングクラブ 佐伯　華 さえき　はな

55 沼津フェンシングクラブ 木村　泰悠 きむら　やすはる 55 大穴フェンシングクラブ 渡邉　穂 わたなべ　すい

56 沼津フェンシングクラブ 木村　詩斗 きむら　しと 56 長野ジュニアＦＣ 池上　雛子 いけがみ　ひなこ

57 沼田フェンシングクラブ 青木　大河 あおき　たいが 57 長野ジュニアＦＣ 小溝　ひな こみぞ　ひな

58 沼田フェンシングクラブ 宮田　壮祐 みやた　そうすけ 58 津・みえFC 大西　愛奈 おおにし　まな

59 沼田フェンシングクラブ 金井　駿平 かない　しゅんぺい 59 津・みえFC 小川　美結 おがわ　みゆ

60 上三川フェンシングクラブ 岡本　悠幹 おかもと　ゆうき 60 津・みえFC 羽根　菜乃 はね　なの

61 杉並ジュニアＦＴ 安西　笙真 あんざい　しょうま 61 徳島クラブ 五藤　愛奈 ごとう　まな

62 杉並ジュニアＦＴ 桐山　怜士 きりやま　りょうと 62 徳島クラブ 山田　葵 やまだ　あおい

63 杉並ジュニアＦＴ 東野　颯馬 ひがしの　そうま 63 徳島クラブ 若山　凛 わかやま　りん

64 青山クラブ バロウズ　禄 ばろうず　ろく 64 南箕輪わくわくクラブ 春田　芽彩 はるた　めいさ

65 青山クラブ 日比　俊太朗 ひび　しゅんたろう 65 富山パレスフェンシングクラブ 鈴木　柚妃 すずき　ゆずひ

66 青山クラブ 菅家　知大 かんけ　ともひろ 66 富山パレスフェンシングクラブ 高野　莉那 たかの　りな

67 青山クラブ 山形　啓輔 やまがた　けいすけ 67 武生フェンサーアカデミー 近藤　真梨 こんどう　まり

68 仙台フェンシングクラブ 佐々木　雄世 ささき　ゆうせい 68 福山フェンシングクラブ 川田　彩葉 かわた　いろは

69 川俣町フェンシングスポーツ少年団 今野　翼 こんの　つばさ 69 和歌山エスクリムズ 竹山　莉心 たけやま　りこ

70 川俣町フェンシングスポーツ少年団 佐藤　柚希 さとう　ゆずき 70 和歌山エスクリムズ 津田　みな子 つだ　みなこ

71 川俣町フェンシングスポーツ少年団 髙木　健成 たかぎ　けんせい 71 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 田广　夏帆 たま　なつほ

72 大垣クラブ 渡辺　陽成 わたなべ　ようせい 71名

73 大穴フェンシングクラブ 八木　紳太郎 やぎ　しんたろう

74 大穴フェンシングクラブ 丸山　一輝 まるやま　いっき

75 大阪読売千里クラブ 田島　健裕 たじま　けんゆう 第8回全国小学生大会選手名簿（女子サーブル）

76 長野ジュニアＦＣ 遠藤　大雅 えんどう　たいが 所属 氏名 ふりがな

77 長野ジュニアＦＣ 本橋　幸丸 もとはし　ゆきまる 1 NEXUS FENCING CLUB 井島　詩歩 いじま　しほ

78 津・みえFC 竹野　賢太郎 たけの　けんたろう 2 SEISA 江上　はな えがみ　はな

79 津・みえFC 阿部　敢太 あべ　かんた 3 えひめ愛顔のジュニアアスリート　 中村　優亜 なかむら　ゆあ

80 東郷フェンシングクラブ 吉田　一雲 よしだ　かずも 4 えひめ愛顔のジュニアアスリート　 宇都宮　玲奈 うつのみや　れな

81 徳島クラブ 井上　東俐 いのうえ　とうり 5 ジュニアフェンシング大分 小野　笑瑠 おの　えみる

82 南箕輪わくわくクラブ 玉木　駿弥 たまき　しゅんや 6 はしまモア 宮崎　璃子 みやざき　りこ

83 八王子フェンシングクラブ 島村　大翔 しまむら　まさと 7 はしまモア 石原　こころ いしはら　こころ

84 婦中JFC 山崎　叶翔 やまざき　かなと 8 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 稲倉　寿莉 いなくら　じゅり

85 富山パレスフェンシングクラブ 丸山　颯大 まるやま　そうだい 9 香川ジュニアフェンシングクラブ 木村　倖萌 きむら　こうめ

86 富山パレスフェンシングクラブ 池上　叶人 いけがみ　かなと 10 黒石市ジュニアフェンシングクラブ 工藤　真優姫 くどう　まゆき

87 富山パレスフェンシングクラブ 梅田　和弥 うめだ　かずや 11 沼田フェンシングクラブ 小林　ひな こばやし　ひな

88 武生ＪＦＣ 渕﨑　瑛久 ふちざき　てるひさ 12 川俣町フェンシングスポーツ少年団 酒井　祐理 さかい　ゆり

89 武生ＪＦＣ 酒井　淳武 さかい　あつむ 13 東京ガーデンフェンシングクラブ 下平　美雪 しもだいら　みゆき

90 福山フェンシングクラブ 杉原　壮祐 すぎはら　そうすけ 14 東京ガーデンフェンシングクラブ 西川　エイラ にしかわ　えいら

91 米沢市フェンシングスポーツ少年団 岡村　風我 おかむら　ふうが 15 東京ガーデンフェンシングクラブ 手塚　美結 てづか　みゆ

92 米沢市フェンシングスポーツ少年団 田中　暖泰 たなか　はるやす 16 富山パレスフェンシングクラブ 高野　茉衣 たかの　まい

93 明石ジュニアフェンシングクラブ 髙橋　航佑 たかはし　こうすけ 17 川俣町フェンシングスポーツ少年団 加茂　亜唯琉 かも　あいる

94 明石ジュニアフェンシングクラブ 後藤　満天 ごとう　みつひろ 17名

95 明石ジュニアフェンシングクラブ 萩原　望 はぎわら　のぞみ

96 和歌山エスクリムズ 竹山　悠仁 たけやま　ゆうじん

96名

第8回全国小学生大会「第1日」



第8回全国小学生大会選手名簿（女子エペ）

所属 氏名 ふりがな

1 CRECER フェンシングクラブ アン　ソヒ あん　そひ 15 秋田市ジュニアフェンサーズ 齊藤　怜依 さいとう　れい

2 スターフェンシングアカデミー 木ノ下　搖 きのした　ゆさ 16 沼田フェンシングクラブ 井上　雅菜実 いのうえ　まなみ

3 スターフェンシングアカデミー 和田　なひら わだ　なひら 17 上三川フェンシングクラブ 石崎　結衣 いしざき　ゆい

4 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 鈴木　萌々子 すずき　ももこ 18 石川ジュニアフェンシングクラブ 荒地　彩衣 あらち　さえ

5 はしまモア 石黒　莉愛 いしぐろ　りいな 19 台東ジュニアフェンシングクラブ 申　愛梨 しん　えり

6 はしまモア 山田　椛暖 やまだ　かのん 20 大穴フェンシングクラブ 浜田　あい はまだ　あい

7 ワセダクラブ 冨澤　悠記 とみざわ　ゆき 21 大穴フェンシングクラブ 根本　美哉 ねもと　みや

8 愛媛フェンシングクラブ 菰田　ゆず こもだ　ゆず 22 長野ジュニアＦＣ 小溝　あい こみぞ　あい

9 宮城県支部 河辺　空 かわべ　そら 23 東郷フェンシングクラブ 橋本　百合子　タミリー はしもと　ゆりこ　たみりー

10 関西国際学園 中野　愛麗 なかの　あいる 24 徳島クラブ 八幡　葵子 やわた　きこ

11 岩国ジュニアフェンシングクラブ 波田　芹捺 はだ　せりな 25 内山秀典グループ(東京都) 内山　和奏 うちやま　わかな

12 光ヶ丘フェンシングクラブ 樅木　花奈 もみき　かな 26 日本フェンシング研究会 森村　玲音那 もりむら　れおな

13 光ヶ丘フェンシングクラブ 井上　楓椛 いのうえ　ふうか 27 日本フェンシング研究会 星　友絵 ほし　ともえ

14 埼玉エスクリム 篠島　果穂 ささじま　かほ 27名

第8回全国小学生大会選手名簿（小学５、６年生女子フルーレ） 第8回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生男子フルーレ）

所属 氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな

1 FAE 加藤　あこ かとう　あこ 1 CRECER フェンシングクラブ 前中　隆臣 まえなか　たかおみ

2 NEXUS FENCING CLUB 田代　ゆう たしろ　ゆう 2 enfantdesoleil 北村　創 きたむら　そう

3 NEXUS FENCING CLUB 軽部　幸乃 かるべ　ゆきの 3 FAE 関口　橙耶 せきぐち　とうや

4 NEXUS FENCING CLUB 澤　優利奈 さわ　ゆりな 4 isco fencing club 本田　楽 ほんだ　らく

5 NPO法人栃木スポーツネット 土澤　悠月 つちさわ　ゆづき 5 IWATAFENCINGCLUB 山下　泉澄 やました　いずみ

6 RITZ　FENCING　ACADEMY 増子　一愛 ましこ　いちか 6 Kiri.Jr.フェンシングチーム 山本　菖太 やまもと　しょうた

7 SEISA フィンク　久玲安 ふぃんく　くれあ 7 Kiri.Jr.フェンシングチーム 池田　将悠 いけだ　ゆきはる

8 ジュニアフェンシング大分 小野　笑瑠 おの　えみる 8 NEXUS FENCING CLUB 山本　真温 やまもと　まあた

9 ジュニアフェンシング大分 石川　愛瑚 いしかわ　あこ 9 NEXUS FENCING CLUB 小橋川　陽輝 こばしがわ　はるき

10 はしまモア 後藤　結衣 ごとう　ゆい 10 NEXUS FENCING CLUB 久保　龍平 くぼ　たっぺい

11 はしまモア 山田　椛暖 やまだ　かのん 11 RITZ　FENCING　ACADEMY 小林　照弥 こばやし　てるや

12 はしまモア 三輪　楓華 みわ　ふうか 12 RITZ　FENCING　ACADEMY 田中　希 たなか　のぞむ

13 フェンシングステージ 石田　聖奈 いしだ　せいな 13 RITZ　FENCING　ACADEMY 井上　剛 いのうえ　ごう

14 みなとフェンシングクラブ 川名　れいら かわな　れいら 14 RITZ　FENCING　ACADEMY 中村　壮栄 なかむら　そうえい

15 横浜フェンサーズクラブ 堺沢　千代 さかいざわ　ちよ 15 RITZ　FENCING　ACADEMY 友利　仁哉 ともり　まさや

16 岡山少年クラブ 松崎　咲夏 まつざき　さな 16 RITZ　FENCING　ACADEMY 相川　壮一朗 あいかわ　そういちろう

17 河内ＪＦＣ 出村　彩葉 でむら　いろは 17 RITZ　FENCING　ACADEMY 井上　湊 いのうえ　みなと

18 河内ＪＦＣ 櫻井　毘万梨 さくらい　ひばり 18 RITZ　FENCING　ACADEMY 品川　慎太郎 しながわ　しんたろう

19 宮城県支部 河辺　空 かわべ　そら 19 おおたスポーツ学校 田嶋　庵俐 たじま　いおり

20 柿の木台スケルマ 根井　真成実 ねい　まなみ 20 おおたスポーツ学校 田中　清慈 たなか　せいじ

21 関西国際学園 中野　愛麗 なかの　あいる 21 ジュニアフェンシング大分 西山　希倖 にしやま　ゆめ

22 岩国ジュニアフェンシングクラブ 波田　芹捺 はだ　せりな 22 スターフェンシングアカデミー 植草　義晴 うえくさ　よしはる

23 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 稲倉　寿莉 いなくら　じゅり 23 トゥッティフェンシングクラブ 南　丁 なん　でぃん

24 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 福留　妃奈乃 ふくどめ　ひなの 24 はしまモア 加藤　蒼大 かとう　そうだい

25 京都きっず 溝口　怜 みぞぐち　れい 25 みなとフェンシングクラブ 井上　晴午 いのうえ　せいご

26 京都フューチャーフェンシングクラブ 木本　瑞記 きもと　すいき 26 安来フェンシングクラブ 石原　大翔 いしはら　ひろと

27 京都フューチャーフェンシングクラブ 延尾　夏音 のぶお　なつね 27 横浜フェンサーズクラブ 堺沢　有 さかいざわ　ゆう

28 広瀬町フェンシングクラブ 安部　優里 あべ　ゆり 28 横浜フェンサーズクラブ 関　陽悠 せき　はるひさ

29 合川フェンシングクラブ 畠山　昊 はたけやま　こう 29 横浜フェンサーズクラブ 芳賀　晴矢 はが　はるや

30 黒石市ジュニアフェンシングクラブ 工藤　真優姫 くどう　まゆき 30 河南町フェンシングクラブ 瀧川　碧海 たきがわ　あおい

31 埼玉エスクリム 篠島　果穂 ささじま　かほ 31 河南町フェンシングクラブ 森田　勘太 もりた　かんた

32 三重海星フェンシングクラブ 宮口　愛琉 みやぐち　める 32 河南町フェンシングクラブ 片田　遥仁 かただ　はると

33 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石津　愛美 いしず　まなみ 33 河南町フェンシングクラブ 松下　竜偉 まつした　るい

34 滋賀JFC 安藤　琴音 あんどう　ことね 34 柿の木台スケルマ 岡本　恭之介 おかもと　きょうのすけ

35 滋賀JFC 濵　夏楓 はま　かえで 35 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 神山　瑛 こうやま　てる

36 鹿児島南クラブ 脇　瀬奈 わき　せな 36 京都フューチャーフェンシングクラブ 橋本　弘乃助 はしもと　こうのすけ

37 秋田市ジュニアフェンサーズ 齊藤　怜依 さいとう　れい 37 京都フューチャーフェンシングクラブ 塩飽　一弥 しわく　かずや

38 松江フェンシングクラブ 松本　深優 まつもと　みう 38 京都フューチャーフェンシングクラブ 岡島　和志 おかじま　かずし

39 沼津フェンシングクラブ 加藤　もなみ かとう　もなみ 39 京都フューチャーフェンシングクラブ 今井　咲輔 いまい　さすけ

40 沼津フェンシングクラブ 町田　夏鈴 まちだ　かりん 40 広瀬町フェンシングクラブ 椿　成 つばき　なる

41 沼田フェンシングクラブ 志賀　結月 しが　ゆづき 41 広瀬町フェンシングクラブ 中島　優斗 なかしま　ゆうと

42 沼田フェンシングクラブ 井上　雅菜実 いのうえ　まなみ 42 広瀬町フェンシングクラブ 山根　大輝 やまね　だいき

43 沼田フェンシングクラブ 小林　ひな こばやし　ひな 43 香川ジュニアフェンシングクラブ 池田　せんり いけだ　せんり

44 杉並ジュニアＦＴ 石郷岡　礼紗 いしごうおか　らいさ 44 香川ジュニアフェンシングクラブ 西村　羽琥 にしむら　わく

45 石川ジュニアフェンシングクラブ 荒地　彩衣 あらち　さえ 45 香川ジュニアフェンシングクラブ 大野　起都 おおの　たつと

46 大穴フェンシングクラブ 浜田　あい はまだ　あい 46 高岡古城FC 高瀬　やまと たかせ　やまと

47 大穴フェンシングクラブ 根本　美哉 ねもと　みや 47 合川フェンシングクラブ 板橋　真大 いたばし　まひろ

48 東京フェンシングスクール 中村　新依 なかむら　にいよ 48 合川フェンシングクラブ 富樫　大道 とがし　はるみち

49 徳島クラブ 峯　蛍乃美 みね　ほのみ 49 佐賀ジュニアクラブ 野方　莉希 のがた　らいき

50 南箕輪わくわくクラブ 春田　心音 はるた　ここね 50 佐賀ジュニアクラブ 高栁　昌輝 たかやなぎ　まさき

51 日本フェンシング研究会 森村　玲音那 もりむら　れおな 51 札幌クラブ 山口　賢毅 やまぐち　げんき

52 日本フェンシング研究会 星　友絵 ほし　ともえ 52 札幌クラブ 佐藤　宏祐 さとう　こうすけ

53 富山パレスフェンシングクラブ 高野　茉衣 たかの　まい 53 札幌クラブ 二俣　樹平 ふたまた　きっぺい

54 富山パレスフェンシングクラブ 西野　有俐 にしの　ゆうり 54 三重海星フェンシングクラブ 原　大稀 はら　たいき

55 富山パレスフェンシングクラブ 笠木　空来 かさぎ　そら 55 三重海星フェンシングクラブ 宮口　聖琉 みやぐち　せいる

56 武生フェンサーアカデミー 横山　心結 よこやま　みゆ 56 三重海星フェンシングクラブ 山本　航士郎 やまもと　こうしろう

57 福岡県フェンシング協会 伊森　京夏 いもり　きょうか 57 三重海星フェンシングクラブ 鈴木　孝之介 すずき　こうのすけ

58 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 新田　亜咲紀 にった　あさき 58 三重海星フェンシングクラブ 阿部　玄基 あべ　げんき

59 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 鈴木　萌々子 すずき　ももこ 59 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 武村　陸生 たけむら　むう

59名 60 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大尾　恭太 だいお　きょうた

第8回全国小学生大会「第2日」

第8回全国小学生大会「第1日」



第8回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生男子フルーレ） 第8回全国小学生大会選手名簿（小学３、4年生男子フルーレ）

所属 氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな

61 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 守屋　駿 もりや　しゅん

62 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 續木　奏良 つづき　そら 86 長野ジュニアＦＣ 池上　泰平 いけがみ　たいへい

63 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 毛利　朔 もうり　さく 87 長野ジュニアＦＣ 三井　悠翔 みつい　ゆうと

64 秋田市ジュニアフェンサーズ 佐藤　宏亮 さとう　こうすけ 88 津・みえFC 阿部　禄太 あべ　ろくた

65 小金井フェンシングクラブ A　E　R　T　A　I　A　O　L　E あ　る　た　い 89 津フェンシングクラブ 川添　碧月 かわぞえ　みつき

66 小金井フェンシングクラブ 佐藤　翔英 さとう　しょうえい 90 東かがわジュニアフェンシングクラブ 中村　彰 なかむら　あきら

67 松江フェンシングクラブ 大谷　優仁 おおたに　ゆうじん 91 東京ガーデンフェンシングクラブ 外賀　桜祐 げか　おうすけ

68 沼津フェンシングクラブ 鈴木　蓮人 すずき　れんと 92 東京ガーデンフェンシングクラブ 石井　慶伍 いしい　けいご

69 沼津フェンシングクラブ 濵本　一由 はまもと　かずよし 93 東京ガーデンフェンシングクラブ フランク　瑛守 ふらんく　えいす

70 沼津フェンシングクラブ 三澤　弘暉 みさわ　ひろき 94 東京フェンシングスクール 吉川　匠 きっかわ　たくみ

71 沼津フェンシングクラブ 大坪　隆太 おおつぼ　りゅうた 95 東京フェンシングスクール 荒木　櫂偉 あらき　かい

72 沼津フェンシングクラブ 前田　七輝 まえだ　ななき 96 東京フェンシングスクール 荒木　圭偉 あらき　けい

73 沼田フェンシングクラブ 滝沢　快斗 たきざわ　かいと 97 東郷フェンシングクラブ 塩見　晄大 しおみ　こうだい

74 水戸クラブ 永野　龍生 ながの　りき 98 東郷フェンシングクラブ 恵濃　煌芽 えのう　こうが

75 西神戸フェンシングクラブ 長尾　宙汰 ながお　そらた 99 富山パレスフェンシングクラブ 才木　勝太 さいき　しょうた

76 西神戸フェンシングクラブ 田中　森也 たなか　もりや 100 富山パレスフェンシングクラブ 丸山　楓悟 まるやま　ふうご

77 西神戸フェンシングクラブ 小林　玄暉 こばやし　げんき 101 武生フェンサーアカデミー 佐藤　匠 さとう　たくみ

78 青山クラブ 柳川　怜生 やながわ　れお 102 福山フェンシングクラブ 小野　聖一朗 おの　せいいちろう

79 石川ジュニアフェンシングクラブ 延命　拓実 えんめい　たくみ 103 福山フェンシングクラブ 甲斐　蒼大 かい　そうた

80 仙台フェンシングクラブ 岡本　壱佳 おかもと　いちか 104 米沢市フェンシングスポーツ少年団 佐藤　優成 さとう　ゆうせい

81 大垣クラブ 米山　颯倭 よねやま　そうわ 105 別府ジュニアフェンシングクラブ 工藤　瞬 くどう　しゅん

82 大垣クラブ 石谷　優真 いしたに　ゆうま 106 別府ジュニアフェンシングクラブ 疋田　憲聖 ひきだ　けんせい

83 大垣クラブ 牧野　尊 まきの　たける 107 明石ジュニアフェンシングクラブ 水戸　りひと みと　りひと

84 大穴フェンシングクラブ 豊島　玲央 とよしま　れお 108 明石ジュニアフェンシングクラブ 西田　航太 にしだ　こうた

85 大阪読売千里クラブ 藤井　祥吾 ふじい　しょうご 109 和歌山エスクリムズ 川口　穣士 かわぐち　じょうじ

110 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 瀧口　創介 たきぐち　そうすけ

110名

第8回全国小学生大会選手名簿（男子エペ） 第8回全国小学生大会選手名簿（男子サーブル）

所属 氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな

1 NEXUS FENCING CLUB 井下田　ノア一輝 いげた　のあかずき 1 Haiku フェンシング 坪上　魁里 つぼかみ　かいり

2 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 木下　秀幸 きのした　ひでゆき 2 NEXUS FENCING CLUB 畠山　海威 はたけやま　かい

3 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 廣上　結己 ひろかみ　ゆうき 3 NEXUS FENCING CLUB 金刺　慶一郎 かなざし　けいいちろう

4 サマディフェンシング倶楽部 兼松　帰一 かねまつ　きいち 4 NEXUS FENCING CLUB 横村　斉 よこむら　いつき

5 サマディフェンシング倶楽部 川上　ジェームス かわかみ　じぇーむす 5 SEISA 岡﨑　彪護 おかざき　ひゅうご

6 サマディフェンシング倶楽部 佐藤　旬 さとう　しゅん 6 アスルクラロフェンシングアカデミー 長良　樹 ながら　いつき

7 スターフェンシングアカデミー 本多　怜 ほんだ　れん 7 アスルクラロフェンシングアカデミー 佐藤　海成 さとう　かいせい

8 はしまモア 石原　健成 いしはら　たける 8 ジュニアフェンシング大分 衛藤　主税 えとう　ちから

9 河南町フェンシングクラブ 本田　流星 ほんだ　りゅうせい 9 愛媛フェンシングクラブ 織田　蒼晴 おだ　そうせい

10 岩国ジュニアフェンシングクラブ 七五三　航平 しめ　こうへい 10 愛媛フェンシングクラブ 田原　拓実 たはら　たくみ

11 岐阜クラブ 吉田　侑莉 よしだ　ゆうり 11 広瀬町フェンシングクラブ 椿　流空 つばき　るあ

12 高崎クラブ 砂山　煌輝 すなやま　こうき 12 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　巧汰 かわ　こうた

13 札幌クラブ 荒尾　尚麻 あらお　しょうま 13 香川ジュニアフェンシングクラブ 川　悠汰 かわ　ゆうた

14 沼田フェンシングクラブ 青木　大河 あおき　たいが 14 香川ジュニアフェンシングクラブ 馬場　隆之進 ばば　りゅうのしん

15 川俣町フェンシングスポーツ少年団 今野　翼 こんの　つばさ 15 沼田フェンシングクラブ 宮田　壮祐 みやた　そうすけ

16 川俣町フェンシングスポーツ少年団 佐藤　柚希 さとう　ゆずき 16 沼田フェンシングクラブ 金井　駿平 かない　しゅんぺい

17 大垣クラブ 渡辺　陽成 わたなべ　ようせい 17 川俣町フェンシングスポーツ少年団 大川　夕輝丸 おおかわ　ゆきまる

18 大穴フェンシングクラブ 八木　紳太郎 やぎ　しんたろう 18 大阪読売千里クラブ 菅原　一乃進 すがわら　いちのしん

19 大阪読売千里クラブ 田島　健裕 たじま　けんゆう 19 津・みえFC 長嶋　翼 ながしま　つばさ

20 長野ジュニアＦＣ 遠藤　大雅 えんどう　たいが 20 東京ガーデンフェンシングクラブ 金子　泰千 かねこ　たいち

21 東海宇グループ(東京都) 東海　宇 とうみ　そら 21 東京ガーデンフェンシングクラブ 中山　賢豪 なかやま　けんご

22 東京ガーデンフェンシングクラブ 齋藤　柊羽 さいとう　しゅう 22 東京フェンシングスクール 藤井　偉央 ふじい　いお

23 徳島クラブ 砥川　翔一 とがわ　しょういち 23 富山パレスフェンシングクラブ 池上　叶人 いけがみ　かなと

24 日本フェンシング研究会 神原　由樹 かんばら　ゆうき 24 富山パレスフェンシングクラブ 梅田　和弥 うめだ　かずや

25 富山パレスフェンシングクラブ 丸山　颯大 まるやま　そうだい 25 富山パレスフェンシングクラブ 峠　相里 とうげ　あいり

26 墨田フェンシングクラブ 山下　慶太郎 やました　けいたろう 26 米沢市フェンシングスポーツ少年団 岡村　風我 おかむら　ふうが

27 墨田フェンシングクラブ 柴草　斗真 しばくさ　とうま 27 明石ジュニアフェンシングクラブ 呉　致遠 ご　ちえん

28 墨田フェンシングクラブ 志村　佳祐 しむら　けいすけ 27名

29 墨田フェンシングクラブ 柴草　大晴 しばくさ　たいせい

30 明石ジュニアフェンシングクラブ 丁　致懐 てい　ちかい

30名

第8回全国小学生大会「第2日」

第8回全国小学生大会「第2日」


