
【重要】

FJEシニアランキング対象大会の組み合わせについて
①最新のFJEシニアランキングによって行う
②2022年度よりスーパーシード（16名）を取り入れる

・シニアランキング上位16名はスーパーシード（コール12時まで、試合開始13時以降）
・予選プールの上位16名もスーパーシード
・上記32名は決勝ED64からスタート
・予選プール17位以下の選手は予選EDを行い32名が決勝ED64に進出（予選EDは2セット10本
先取）

◯FJEシニアランキング
https://fencing-jpn.jp/ranking/

◯FJEランキング及び日本代表選手の選考について
https://fencing-jpn.jp/news/27838/

https://fencing-jpn.jp/ranking/
https://fencing-jpn.jp/news/27838/


シニア男子フルーレ参加者リスト※スーパーシード（黄色） 16名：コール12時まで、試合開始 13時以降

No 所属 所属略称 国内ランキング
※シニアのみ 姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 2 永野 雄大 永野義秀

2 秋田緑ヶ丘病院 秋田緑ヶ丘病院 4 安部 慶輝

3 上三川フェンシングクラブ 上三川FC 5 伊藤 拓真 伊藤拓真

4 大分クラブ 大分クラブ 7 上野 優斗

5 法政大学体育会フェンシング部 法政大 8 中村 太郎

6 法政大学体育会フェンシング部 法政大 12 林 祥蓮

7 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 13 舩本 誠志郎

8 法政大学体育会フェンシング部 法政大 14 西口 泰嵩

9 警視庁フェンシングクラブ 警視庁 15 新田 啓人 福田佑輔

10 法政大学体育会フェンシング部 法政大 17 河村 一摩

11 秋田クラブ 秋田クラブ 18 松渕 真平 高橋風子

12 上三川フェンシングクラブ 上三川FC 19 伊藤 大輝 伊藤大輝

13 NFC NFC 20 四元 澪 四元純一

14 法政大学体育会フェンシング部 法政大 21 太田 拓輝

15 早稲田大学 早稲田大 22 川村 京太

16 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 23 ガッツチョーク ジュリアン

17 中央大学 中央大 24 馬場 俊輔 久保田智晴

18 山九株式会社 山九株式会社 25 大石 利樹

19 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 26 福田 亮介 鈴村元宏

20 日本大学 日本大 27 井神 俊兵 佐藤秀明

21 早稲田大学 早稲田大 28 藤澤 将匡

22 早稲田大学 早稲田大 29 ビューワーニック ダグラス

23 同志社大学 同志社大 30 田中 風舞

24 和歌山クラブ 和歌山クラブ 31 松村 侑馬 坪井浩平

25 株式会社シロキ 株式会社シロキ 32 冨田 優作 戸田和幸

26 立教大学 立教大 34 橋本 祥英 清野明

27 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 35 菊元 雪 岩井亮太

28 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 39 菅野 慶嗣 菅野シマキチ

29 日本体育大学 日体大 42 坪 颯馬

30 日本大学 日本大 43 勅使河原 明日架 佐藤秀明

31 日本体育大学 日体大 46 京極 光志

32 中央大学 中央大 47 山口 改 久保田智晴

33 京都クラブ 京都クラブ 48 北村 賢史 木村優

34 専修大学 専修大 49 小貫 暁人

35 中央大学 中央大 50 田辺 空我 久保田智晴

36 新潟クラブ 新潟クラブ 51 阿部 悠吾 舩本宗一郎

37 立教大学 立教大 52 増田 光 清野明

38 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 55 長谷山 泰紀

39 明治大学体育会フェンシング部 明治大 58 成田 航也 長尾康司

40 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 59 大塚 昂輝 梅田妃里

41 明治大学体育会フェンシング部 明治大 60 堀部 聖太 長尾康司

42 日本大学 日本大 61 内ケ崎 良磨 佐藤秀明

43 法政大学体育会フェンシング部 法政大 64 村上 拳

44 日本体育大学 日体大 73 伊藤 謙伸

45 法政大学体育会フェンシング部 法政大 74 仙波 響

46 明治大学体育会フェンシング部 明治大 78 柏崎 瑞仁 長尾康司

47 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 79 土肥 駿介 和田武真

48 日本大学 日本大 81 神宮司 真矢 佐藤秀明

49 中央大学 中央大 82 吉弘 航平 久保田智晴

50 法政大学体育会フェンシング部 法政大 85 北村 創拓

51 明治大学体育会フェンシング部 明治大 86 森 大翔 長尾康司

52 F+ （エフタス） F+ 88 ロレンツォーニ ダビデ凌河 蜂谷千春

53 立命館大学 立命館大 90 西村 啓佑 吉田将士

54 同志社大学 同志社大 91 柏原 翔太

55 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 96 藤原 唯月

56 日本大学 日本大 97 宮崎 泰我 佐藤秀明

57 中央大学 中央大 99 磯部 晴貴 久保田智晴



58 中央大学 中央大 100 三浦 知哉 久保田智晴

59 日本体育大学 日体大 101 佐野 航琉

60 日本体育大学 日体大 105 大矢 凌太郎

61 isco fencing club iscoFC 107 田中 拓進 田中健二

62 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 109 林川 琉偉 冨田弘樹

63 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 110 杉浦 敬祐 冨田弘樹

64 日本体育大学 日体大 112 鈴木 嵩晟

65 日本大学 日本大 114 小﨑 一磨 佐藤秀明

66 日本大学 日本大 115 稲垣 恵人 佐藤秀明

67 日本大学 日本大 118 長沼 偉穏 佐藤秀明

68 日本大学 日本大 119 菅谷 優斗 佐藤秀明

69 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 121 桐谷 駿輔

70 日本体育大学 日体大 123 三好 貫太

71 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 124 土橋 和真 梅田妃里

72 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 125 西村 隆佑

73 日本大学 日本大 126 岸川 拓夢 佐藤秀明

74 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 129 佐藤 謙太郎

75 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 131 新井 謙信

76 法政大学体育会フェンシング部 法政大 132 島内 遥大

77 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 139 森田 浩彰 梅田妃里

78 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 141 高木 大夢 高木大夢

79 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 144 布施 慶馬

80 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 146 阿部 陽馬 梅田妃里

81 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 151 大石 晴渚 梅田妃里

82 専修大学 専修大 152 石井 勇多

83 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 153 光永 翔 梅田妃里

84 防衛大学校 防衛大学校 161 村山 貴亮 村山和慎

85 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 163 山本 裕太郎

86 立命館大学 立命館大 165 高田 恭成 吉田将士

87 フェンシングステージ Fステージ 三宅 亮 三宅万里衣

88 仙台城南高等学校 仙台城南高 淡路 卓

89 長野クラブ 長野クラブ 根橋 大空

90 関西学院大学フェンシング部 関西学院大 小田 大斗

91 中央大学 中央大 安田 和真 久保田智晴

92 法政大学体育会フェンシング部 法政大 白石 光

93 香川県立高松北高等学校 高松北高 石橋 臣都 石橋武

94 香川県立高松北高等学校 高松北高 阿南 一眞

95 香川県立高松北高等学校 高松北高 大西 敦樹

96 香川県立高松北高等学校 高松北高 神前 勇利

97 香川県立高松北高等学校 高松北高 山地 琉生

98 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 福岡 颯人 梅田妃里

99 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 山口 翔大 梅田妃里

100 長野クラブ 長野クラブ 松渕 直希 木下布美子

101 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 池戸 椋哉 村瀬さゆり

102 学習院大学木曜会 木曜会 春口 宗敬

103 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 薗田 嶺太

104 金沢フェンシングクラブ 金沢FC 竹内 凱

105 立命館大学 立命館大 関谷 拓実 吉田将士

106 日本大学 日本大 川井 誠司 佐藤秀明

107 日本大学 日本大 川村 海以 佐藤秀明

108 熊本クラブ 熊本クラブ 舩本 宗一郎

109 開新高校 開新高校 関本 祐大 関本郁雄

110 東北文化学園大学 東北文化学園大 小畑 英人 齋藤有

111 さときんぐｃｈ さときんぐch 鬼澤 大真 よしだれん

112 山口県立岩国工業高等学校 岩国工業高 上村 明武 津江碧

113 早稲田大学 早稲田大 竹内 隆晟

114 長野県伊那北高校 伊那北高 大野 寛務 大野寛務

115 杉並フェンシングクラブ 杉並FC 飯野 孝浩 飯野孝浩

116 杉並フェンシングクラブ 杉並FC 山口 理伎 飯野孝浩



117 愛商FC 愛商FC 坂東 啓太

118 日本体育大学 日体大 大前 篤史

119 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC マウアー マイケル 和田武真

120 愛知工業大学 愛知工業大 前田 航希 小西貴之

121 愛知工業大学 愛知工業大 田所 龍弥 小西貴之

122 愛知工業大学 愛知工業大 金森 冬馬 小西貴之

123 愛知工業大学 愛知工業大 山代屋 和史 小西貴之

124 愛知工業大学 愛知工業大 山家 大輝 小西貴之

125 愛知工業大学 愛知工業大 井原 佑介 小西貴之

126 愛知工業大学 愛知工業大 有吉 翔音 小西貴之

127 愛知工業大学 愛知工業大 山本 瑛未瑠 小西貴之

128 愛知工業大学 愛知工業大 杉本 明良 小西貴之

129 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 小西 航路

130 拓殖大学 拓殖大 菊池 隆太

131 拓殖大学 拓殖大 砂押 鈴汰

132 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC Slamowicz Louis 和田武真



シニア女子フルーレ参加者リスト※スーパーシード（黄色） 16名：コール12時まで、試合開始 13時以降

No 所属 所属略称 国内ランキング
※シニアのみ 姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 明治安田生命保険相互会社 明治安田生命 5 東 莉央 東美樹

2 埼玉クラブ 埼玉クラブ 6 伊達 京 尾里雪菜

3 日清製粉グループ本社 日清製粉G 7 狩野 愛巳

4 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 10 飯村 彩乃 飯村栄彦

5 安全自動車株式会社 安全自動車 11 梅津 春香 和田武真

6 日本女子体育大学 日女体大 12 巾下 栞奈 市川真知子

7 岐阜総合学園高等学校 岐阜総合学園高 13 長瀬 凛乃 長瀬一也

8 大垣共立銀行 大垣共立銀行 14 辻 すみれ

9 日本女子体育大学 日女体大 15 土佐 千乃 市川真知子

10 早稲田大学 早稲田大 16 狩野 央梨沙

11 日本大学 日本大 17 岩本 鈴菜 山崎茂樹

12 日本大学 日本大 18 竹澤 志緒里 山崎茂樹

13 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 19 山田 ひなた 冨田弘樹

14 城北信用金庫 城北信用金庫 20 久良知 美帆

15 仙台城南高等学校 仙台城南高 21 千葉 穂波 淡路卓

16 ダイアモンドヘッド株式会社 ダイアモンドH 22 森 千絢

17 日本女子体育大学 日女体大 23 髙橋 沙也花 市川真知子

18 日本大学 日本大 24 中出 陽愛 山崎茂樹

19 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 25 坂井 真子 坂井美継

20 日本体育大学 日体大 26 東 佑夏

21 関西学院大学フェンシング部 関西学院大 27 神山 侑奈

22 専修大学 専修大 28 成田 実礼

23 中央大学 中央大 29 永野 菜津子 久保田智晴

24 早稲田大学 早稲田大 30 森多 舞

25 日本体育大学 日体大 32 齋藤 利莉

26 中央大学 中央大 33 重藤 美紀 久保田智晴

27 関西学院大学フェンシング部 関西学院大 35 津田 愛実

28 法政大学体育会フェンシング部 法政大 37 橋本 結

29 専修大学 専修大 38 嶋田 愛音

30 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 39 沼田 美咲 和田武真

31 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 40 村瀬 あかり 村瀬さゆり

32 関西学院大学フェンシング部 関西学院大 41 清水 淑刀

33 日本体育大学 日体大 44 岡田 芽生

34 日本大学 日本大 48 岡田 花鈴 山崎茂樹

35 法政大学体育会フェンシング部 法政大 50 武藤 未澪

36 日本大学 日本大 51 設樂 ゆひな 山崎茂樹

37 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 52 貝島 有香

38 日本大学 日本大 53 岡田 梨良 山崎茂樹

39 日本女子体育大学 日女体大 54 森田 明日香 市川真知子

40 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 55 中島 穂乃香 梅田妃里

41 法政大学体育会フェンシング部 法政大 56 山口 寿々奈

42 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 57 高見沢 有華梨 和田武真

43 中央大学 中央大 63 小池 花佳 久保田智晴

44 専修大学 専修大 74 花田 うらら

45 日本大学 日本大 79 古賀 怜奈 山崎茂樹

46 専修大学 専修大 80 篠崎 美礼

47 中央大学 中央大 83 鈴木 真綾 久保田智晴

48 中央大学 中央大 84 鹿野 幸感 久保田智晴

49 日本体育大学 日体大 89 幸野 来美

50 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 94 酒井 さゆり 梅田妃里

51 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 97 保志場 夢紡

52 日本体育大学 日体大 100 橋口 絵里

53 日本女子体育大学 日女体大 101 坂口 陽菜 市川真知子

54 東京女子体育大学フェンシング部 東女体大 103 神山 天音

55 日本大学 日本大 105 杉本 奏美 山崎茂樹

56 中京大学フェンシング部 中京大 111 逢坂 和花子 尾矢晃

57 中京大学フェンシング部 中京大 113 奥田 あや 尾矢晃



58 日本大学 日本大 弓場 麗愛 山崎茂樹

59 日本女子体育大学 日女体大 稲田 椋 市川真知子

60 日本女子体育大学 日女体大 川津 美裕 市川真知子

61 法政大学体育会フェンシング部 法政大 飯田 理子

62 法政大学体育会フェンシング部 法政大 濵 英里子

63 法政大学体育会フェンシング部 法政大 武藤 未憩

64 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 太田 朱音 梅田妃里

65 朝日大学体育会フェンシング部 朝日大 坂田 心温 梅田妃里

66 立命館大学 立命館大 渡邉 涼花 吉田将士

67 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 岸本 鈴 石代吉史

68 大阪シティ信用金庫 大阪シティ信金 横井 七恵 古田彩稀

69 大阪シティ信用金庫 大阪シティ信金 古田 彩稀 横井七恵

70 大阪シティ信用金庫 大阪シティ信金 金氣 愛華 古田彩稀

71 日本体育大学 日体大 佐藤 希枝

72 東京女子体育大学フェンシング部 東女体大 當島 愛華

73 東京女子体育大学フェンシング部 東女体大 髙橋 由奈

74 東京女子体育大学フェンシング部 東女体大 八木 雪乃

75 慶應義塾體育會フェンシング部 慶應義塾大 渡辺 瑚子

76 秋田市役所 秋田市役所 高橋 風子 松渕真平



高校生男子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 新潟第一高校 新潟第一高 古川 大翔 古川真吾

2 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 井下田 ルカ悠樹 和田武真

3 伊勢高校 伊勢高校 江崎 蒼一朗 江崎将人

4 香川県立高松北高等学校 高松北高 綾 広翔

5 香川県立高松北高等学校 高松北高 横手 尊彦

6 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 山路 慶太 辻高明

7 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 髙野 遥也 辻高明

8 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 吉田 雅弥 辻高明

9 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 水貝 隼大 辻高明

10 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 池畑 柊祐 辻高明

11 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 吉田 智哉 辻高明

12 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 野口 健太 辻高明

13 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 内田 響己 辻高明

14 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 吉田 泰智 辻高明

15 上伊那農業高等学校 上農高 有賀 尚迪 木下布美子

16 チーム大分 チーム大分 永松 勇太 岡田光子

17 チーム大分 チーム大分 岡田 快斗 岡田光子

18 チーム大分 チーム大分 佐藤 一樹 岡田光子

19 チーム大分 チーム大分 河野 拓海 岡田光子

20 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 宮本 陽一朗 西口美和子

21 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 井上 智也 大城由佳

22 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 西川 宗希 西口美和子

23 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 山本 裕之 西口治伸

24 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 本上 麗耶 西口治伸

25 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 出島 湧生 西口美和子

26 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 津守 勇作 西口美和子

27 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 香川 拳信 西口美和子

28 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 小林 麟太郎 岩井亮太

29 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 竹中 大貴 岩井亮太

30 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 山田 海月 岩井亮太

31 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 樋口 裕樹 岩井亮太

32 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 石原 佑馬 岩井亮太

33 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 津田 悠作 岩井亮太

34 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 乾 友護 岩井亮太

35 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 山根 摂修 岩井亮太

36 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 高橋 橙生 西脇一徳

37 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 金城 瞬人 西脇一徳

38 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 石橋 遼大 西脇一徳

39 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 北川 虎侑 西脇一徳

40 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 田内 渓 西脇一徳

41 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 柿原 立 西脇一徳

42 長野県箕輪進修高等学校 箕輪進修高 遠藤 雅虎 井澤貴志

43 長崎工業高校 長崎工業高 四元 暖 四元純一

44 山口県立岩国工業高等学校 岩国工業高 泉 怜邑 津江碧

45 山口県立岩国工業高等学校 岩国工業高 ボラノス 勇梓郎 本間邦彦

46 山口県立岩国工業高等学校 岩国工業高 上垣 陽太郎 本間邦彦

47 山口県立岩国工業高等学校 岩国工業高 武藤 樹弥 津江碧

48 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 東海大翔洋 山本 悠貴 山本愛子

49 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 東海大翔洋 渡邊 英向 渡邊美佐子



50 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 高橋 侑大 西村拓也

51 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 曽根 岳三 池端花奈恵

52 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 福山 寛太 西村拓也

53 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 湯淺 柊哉 西村拓也

54 長野県伊那北高校 伊那北高 保科 幸作 大野寛務

55 長野県伊那北高校 伊那北高 市川 颯人 大野寛務

56 長野県伊那北高校 伊那北高 中村 晴 大野寛務

57 長野県伊那北高校 伊那北高 林 孝大 大野寛務

58 長野県伊那北高校 伊那北高 矢澤 佑樹 大野寛務

59 長野県伊那北高校 伊那北高 小池 悠太郎 大野寛務

60 富山北部高等学校 富山北部高 池上 拓斗 荒木千穂

61 富山北部高等学校 富山北部高 森田 憲宇 荒木千穂

62 富山西高等学校 富山西高 藤野 正真 西村弘樹

63 富山西高等学校 富山西高 前田 絆成 西村弘樹

64 富山西高等学校 富山西高 石川 陸斗 西村弘樹

65 長崎県立諫早商業高等学校 諫早商業高 中川 晃成 中川一成

66 長野県箕輪進修高等学校 箕輪進修高 中村 駿太 木下布美子

67 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 長谷川 力玖 冨田弘樹

68 和歌山北高校 和北高 林 大翔 後藤真徳

69 和歌山北高校 和北高 田村 圭遵 後藤真徳

70 和歌山北高校 和北高 寺田 大輔 後藤真徳

71 和歌山北高校 和北高 福田 幸四郎 後藤真徳

72 島根県立安来高等学校 安来高 椿 琉衣 渡辺大介

73 和歌山県立向陽高等学校 向陽高 近藤 哲平 山口徹

74 三重県立鳥羽高等学校 鳥羽高 橋本 小鉄 松本優

75 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 石橋 廉大 石橋明世

76 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 安田 輝斗 安田智美

77 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 吉村 蓮 吉村香織

78 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 清水 颯汰 小栗千紗絵

79 滋賀県立玉川高等学校 玉川高 保知 純乃介 矢幡侑菜

80 滋賀県立玉川高等学校 玉川高 槇 里空 矢幡侑菜

81 滋賀県立玉川高等学校 玉川高 宇都宮 大和 矢幡侑菜

82 島根県立松江工業高等学校 松江工業高 椿 樂 稲葉陽士

83 島根県立松江工業高等学校 松江工業高 花岡 友晴 稲葉陽士

84 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 森田 泰地

85 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 玉置 侑山

86 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 水谷 健彦

87 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 長谷川 要

88 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 直井 燿平

89 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 鶴田 和希

90 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 永塘 雄大

91 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 中野 功誠

92 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 梅田 留也 山田結子

93 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 松原 慶大 宮田沙織

94 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 多田 葵 宮田沙織

95 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 西山 佑哉 安里真紀子

96 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 門島 隼 安里真紀子

97 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 北上 和希 安里真紀子

98 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 本田 虎太郎 安里真紀子

99 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 沖 拓海 安里真紀子

100 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 野口 倖生 安里真紀子

101 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 渡邊 宝掌 安里真紀子



102 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 豊島 楓人 安里真紀子

103 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 住田 湊太 安里真紀子

104 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 藤橋 陽太 安里真紀子

105 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 青山 颯汰 安里真紀子

106 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 市川 葵 安里真紀子



高校生女子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 セントヨゼフ女子学園高等学校 セントヨゼフ 稲垣 まどか 稲垣智子

2 セントヨゼフ女子学園高等学校 セントヨゼフ 稲垣 こころ 福田るり子

3 佐賀県立佐賀西高校 佐賀西 一ノ瀬 桜 野本尚子

4 岐阜総合学園高等学校 岐阜総合学園高 岩田 彩芽 村瀬さゆり

5 岐阜総合学園高等学校 岐阜総合学園高 由迫 玲菜 村瀬さゆり

6 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 磯部 未怜 日向和義

7 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 加藤 萌梨 日向和義

8 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 鈴木 ジャスミン 日向和義

9 エスコラピオス学園海星高等学校 海星高 加藤 梨乃 日向和義

10 長野県上伊那農業高校 上農高 林 愛実 唐澤千夏

11 チーム大分 チーム大分 工藤 瑞月 中村修

12 チーム大分 チーム大分 後藤 碧衣 中村修

13 チーム大分 チーム大分 藤本 琉歌 中村修

14 岐阜県立羽島北高等学校 羽島北高 武藤 はなの 三島巧

15 岐阜県立羽島北高等学校 羽島北高 江﨑 咲優七 三島巧

16 岐阜県立羽島北高等学校 羽島北高 末松 亜璃沙 飯田德光

17 岐阜県立羽島北高等学校 羽島北高 馬淵 有芽 飯田德光

18 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 武林 柚 西口美和子

19 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 南方 希美 西口美和子

20 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 西ノ 優 大城由佳

21 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山東高 川久保 心奈 西口治伸

22 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 岡田 彩希 石代吉史

23 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 西村 七海 石代吉史

24 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 太田 陽詩 石代吉史

25 岐阜県立大垣南高校 大垣南高 清水 美伶 鈴村元宏

26 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 曽根 寿々佳 池端花奈恵

27 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 福井 捺茄 西村拓也

28 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 大野 美麗 池端花奈恵

29 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 髙橋 如空 池端花奈恵

30 京都府立乙訓高等学校 乙訓高 竹山 夏芽 池端花奈恵

31 富山北部高等学校 富山北部高 高山 桐 荒木千穂

32 富山北部高等学校 富山北部高 加藤 夏凜 荒木千穂

33 富山北部高等学校 富山北部高 河井 紗季 荒木千穂

34 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 長谷川 乃愛 冨田弘樹

35 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 上園 彩乃 冨田弘樹

36 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 大脇 里菜 冨田弘樹

37 和歌山北高校 和北高 北田 花菜 後藤真徳

38 和歌山北高校 和北高 東 来柚 後藤真徳

39 和歌山北高校 和北高 岡本 樹 後藤真徳

40 島根県立安来高等学校 安来高 椿 未来 渡辺大介

41 島根県立安来高等学校 安来高 伊藤 杏 渡辺大介

42 島根県立安来高等学校 安来高 坂田 りこ 渡辺大介

43 宮崎県立宮崎南高等学校 宮崎南高 年見 花星

44 宮崎県立宮崎南高等学校 宮崎南高 緒方 みさき

45 三重県立鳥羽高等学校 鳥羽高 新田 穂乃香 松本優

46 三重県立鳥羽高等学校 鳥羽高 那須 杏里 松本優

47 三重県立鳥羽高等学校 鳥羽高 南 愛 松本優

48 三重県立鳥羽高等学校 鳥羽高 南 心愛 松本優

49 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 児玉 来留実 児玉留美子



50 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 川瀬 麻友 小栗千紗絵

51 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 牧野 愛実 牧野和則

52 岐阜県立岐阜各務野高等学校 岐阜各務野高 横山 彩乃 小栗千紗絵

53 河南町フェンシングクラブ 河南町FC 田中 あおい 田中あすか

54 三重県立津東高等学校 津東高 奥田 理紗 大野幸太

55 三重県立津東高等学校 津東高 藤森 舞 大野幸太

56 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 原田 乃瑛

57 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 佐藤 帆香

58 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 山崎 幌花

59 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 宮崎 真彩

60 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 宮本 ななみ

61 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 淺野 美優

62 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 宮地 夢子

63 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 助宗 あおい

64 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 鈴木 水月

65 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 臼井 はづき

66 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 伊藤 歩子

67 愛知県立愛知商業高等学校 愛知商業高 今村 優

68 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 小林 日香 山田結子

69 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 堀尾 彩葉 宮田沙織

70 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 池田 結愛 山田結子

71 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐高 若原 初音 宮田沙織

72 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 阿知葉 月愛 安里真紀子

73 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 皆木 めぐみ 安里真紀子

74 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 間瀬 華乃 安里真紀子

75 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 髙田 結菜 安里真紀子

76 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 藤原 彩香 安里真紀子

77 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 池田 茉央 安里真紀子

78 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 杉山 梨音 安里真紀子

79 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 武田 莉依 安里真紀子

80 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 外﨑 弥優 安里真紀子

81 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 齋藤 美奈 安里真紀子

82 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 安井 杏月 安里真紀子

83 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 宇治川 美結 安里真紀子

84 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 西川 杏樹 安里真紀子

85 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 本山 友彩 安里真紀子

86 愛知県立鳴海高等学校 鳴海高 山﨑 美侑 安里真紀子

87 柳井学園高等学校 柳井学園高 藤本 侑菜

88 辰野高等学校 辰野高 田中 すみれ 唐澤千夏

89 静岡県立磐田南高校 磐田南高 花木 実澪 コンプトンロバート



中学生男子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 光ヶ丘フェンシングクラブ 光ヶ丘FC 福島 暖大 広沢保彦

2 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 鳥取JFC 田中 遼大 田中元

3 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 鳥取JFC 村田 煌冴 村田千穂

4 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 鳥取JFC 村田 碧翔 村田千穂

5 レ・フレール愛媛 レ・フレール 曽根 邦盛 曽根知佐土

6 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 宮崎ジュニア 佐藤 理仁 西山瑞恵

7 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 宮崎ジュニア 小坂 拓三 西山瑞恵

8 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 宮崎ジュニア 河野 悠叶 西山瑞恵

9 山梨ジュニアフェンシング 山梨JFC 中村 諭志 佐竹誠

10 山梨ジュニアフェンシング 山梨JFC 鮫島 由惟 佐竹有紗

11 青山クラブ 青山クラブ 日浦 維吹 日浦俊哉

12 埼玉栄中学校 埼玉栄中 安井 朱雀 安井由佳

13 埼玉栄中学校 埼玉栄中 渡辺 伊万里 渡辺さやか

14 埼玉栄中学校 埼玉栄中 丸山 慶士 丸山えりか

15 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 田代 圭 和田武真

16 岐阜クラブ 岐阜クラブ 吉田 京雅 吉田将士

17 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 白男川 瞬 白男川隆

18 トゥッティフェンシングクラブ トゥッティFC 松田 悠源 松田彪雅

19 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 加藤 生純 加藤友基

20 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 岩附 奏士 村瀬さゆり

21 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 岩越 琉生 高橋裕美

22 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 石原 康成 福田正徳

23 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 加藤 良成 福田正徳

24 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 山下 翔生 村瀬さゆり

25 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 岩越 理希 加藤友基

26 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 馬淵 朝日 福田正徳

27 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 山田 悠太朗 高橋裕美

28 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 田内 颯斗 加藤友基

29 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 坂 悠叶 高橋裕美

30 箕輪中学校 箕輪中 青柳 樹 木下布美子

31 箕輪中学校 箕輪中 埋橋 匠 木下布美子

32 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 横田 琳太郎 辻高明

33 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 内田 怜旺 辻高明

34 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 原 陸斗 原規之

35 関西国際学園 関西国際学園 中野 煌理 石山景大

36 関西国際学園 関西国際学園 内田 理智 石山景大

37 鳥羽市立鳥羽東中学校 鳥羽東中 稲葉 光 稲葉千景

38 鳥羽市立鳥羽東中学校 鳥羽東中 宮濱 嘉惟 鈴木裕子

39 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 小笠原 心

40 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 高沢 遼成

41 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 山内 陽人

42 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 渡部 ロミオ

43 札幌大谷中学校 札幌大谷中 阿部 磨郁 阿部紫乃

44 金沢フェンシングクラブ 金沢FC 角 柊太郎 竹内凱

45 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 小野 凌駕 小野瑞穂

46 大垣クラブ 大垣クラブ 北川 獅旺 米山康史

47 大垣クラブ 大垣クラブ 米山 怜旺 伊藤陽子

48 大垣クラブ 大垣クラブ 平墳 葵温 松岡正洋

49 大垣クラブ 大垣クラブ 生駒 拓海 米山晴名



50 大垣クラブ 大垣クラブ 渡辺 陽斗 平墳俊哉

51 大垣クラブ 大垣クラブ 臼井 俊太郎 渡辺考展

52 大垣クラブ 大垣クラブ 蒲田 璃音 臼井俊博

53 大垣クラブ 大垣クラブ 牧野 翼 牧野陽子

54 津・みえFC 津・みえFC 神田 伸盛 福田るり子

55 三島フェンシングクラブ ミシマFC 武村 阿虎 三好啓一

56 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 村上 陽向 村上哲哉

57 龍谷大学付属平安高等学校・中学校 龍谷大平安 飯村 要 飯村栄彦

58 大山崎中学校 大山崎中 床嶋 桔平 床嶋典恵

59 大山崎中学校 大山崎中 長浦 和希 長浦真寿美

60 津クラブ 津クラブ 川添 蒼空 川添聖子

61 上宮学園中学校 上宮学園中 風呂 陸斗 風呂明宏

62 上宮学園中学校 上宮学園中 植田 紋土

63 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 東海大翔洋 半場 椋太 渡邊美佐子

64 京都きっず 京都きっず 前田 竜成 西村拓也

65 京都きっず 京都きっず 河邊 大晟 西村拓也

66 沼田フェンシングクラブ 沼田FC 志賀 世怜 志賀義文

67 富山パレスフェンシングクラブ 富山パレス 西村 健也 西村弘樹

68 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 佐藤　 仁哉 西藤繁

69 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 原 悠葵 西藤繁

70 トゥッティフェンシングクラブ トゥッティFC 難波 周 難波功

71 箕輪中学校 箕輪中 伊東 亮 木下布美子

72 岡山少年クラブ 岡山少年クラブ 松崎 光惺 松崎俊道

73 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 布川 恵大 布川絵美

74 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 佐藤 龍吾 佐藤龍太

75 岩国ジュニアフェンシングクラブ 岩国JFC 野村 健心 津江碧

76 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 伊藤 成希 菅野慶嗣

77 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 水谷 孔祇 冨田弘樹

78 明石ジュニアフェンシングクラブ 明石JFC 水戸 りいち 水戸恭子

79 IwataFencingClub IwataFC 鈴木 あいら コンプトンロバート

80 立教新座中学校 立教新座中 中尾 豪太 伊東洋祐

81 立教新座中学校 立教新座中 石田 望晟 伊東洋祐

82 立教新座中学校 立教新座中 野田 旺佑 伊東洋祐

83 FAE FAE 遠山 竣大 遠山淳子

84 FAE FAE 玉木 悠翔 玉木聖美

85 香川県立高松北中学校 高松北中 福島 滉成

86 香川県立高松北中学校 高松北中 奥山 塁 奥山　陸

87 京都フューチャーFC KFFC 和田 泰成 大柴光朗

88 京都フューチャーFC KFFC 橋本 惇太郎 富井康夫



中学生女子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 高野 杏奈 永野義秀

2 八王子フェンシングクラブ 八王子FC 西田 真穂 西田美穂子

3 光ヶ丘フェンシングクラブ 光ヶ丘FC 高橋 梨桜 広沢保彦

4 滋賀ジュニアフェンシング シガジュニア 畑中 七葉 畑中文明

5 滋賀ジュニアフェンシング シガジュニア 上品 かのこ 畑中文明

6 いわきFC いわきFC 小野塚 生 小野塚恵

7 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 重藤 優希 重藤正之

8 山梨ジュニアフェンシング 山梨JFC 佐竹 葉月 佐竹誠

9 コスモフェンシングクラブ コスモFC 安達 夏未 安達恵

10 松江FC 松江FC 松本 悠愛 金津義彦

11 立命館中学校 立命館中 林 七星 加藤美也子

12 立命館中学校 立命館中 伴 優月 加藤美也子

13 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 加藤 璃紗 加藤友基

14 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 高橋 ののか 高橋裕美

15 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 堀尾 瑠華 林川晴俊

16 箕輪中学校 箕輪中 保科 幸那 唐澤千夏

17 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 村瀬 百香 日向和義

18 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 田島 彩香 日向和義

19 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 小林 由奈 日向和義

20 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 大島 有紗 日向和義

21 エスコラピオス学園海星中学校 海星中 杉本 和佳音 日向和義

22 東京フェンシングスクール TFS 白石 瑠花 白石淳

23 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 田井 慶音

24 河南町フェンシングクラブ 河南町FC 渡辺 文珂 渡辺あゆみ

25 河南町フェンシングクラブ 河南町FC 金丸 依央 渡辺あゆみ

26 大垣クラブ 大垣クラブ 米山 心絆 牧野樹

27 大垣クラブ 大垣クラブ 國枝 永七水

28 大垣クラブ 大垣クラブ 松原 由佳

29 チーム大分 チーム大分 岡田 風花 中村修

30 J.F.U J.F.U 瓜生 夏々

31 南箕輪わくわくクラブ みなみみのわ 春田 友菜 唐沢千夏

32 大山崎中学校 大山崎中 清水 菜乃 清水純子・富岡菜採

33 大山崎中学校 大山崎中 森 柚花 森仁志

34 京都きっず 京都きっず 水戸 彩那 池端花奈恵

35 京都きっず 京都きっず 今井 くるみ 池端花奈恵

36 京都きっず 京都きっず 今村 文音 西村拓也

37 京都きっず 京都きっず 後藤 千夏 池端花奈恵

38 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 柿原 更 山口徹

39 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 新田 美亜紀 山口徹

40 岩国ジュニアフェンシングクラブ 岩国JFC 古賀 万結 津江碧

41 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 弓長 皇美子 冨田弘樹

42 愛知工業大学名電高等学校・中学校 愛工大名電 高木 苺呂 冨田弘樹

43 和北ジュニア 和北ジュニア 鵜本 翠 後藤真徳

44 ワセダクラブ ワセクラ 髙橋 絢華 杉野華代

45 IwataFencingClub IwataFC 山下 かのん コンプトンロバート

46 FAE FAE 水谷 心乙 水谷仁

47 ダウンタウンフェンシングアカデミー DFA 羽石 祐丹 羽石貴子

48 沼津ＦＣ 沼津FC 木村 莉緒 木村昌宏

49 沼津ＦＣ 沼津FC 中嶋 梨乃 恩田晃人



50 沼津ＦＣ 沼津FC 勝又 康心 田村儀昭

51 香川県立高松北中学校 高松北中 市ヶ谷 奈々 市ヶ谷廣輝

52 香川県立高松北中学校 高松北中 山畑 花乃子

53 京都フューチャーFC KFFC 田中 うの 大柴光朗

54 京都フューチャーFC KFFC ヴォグレ 花梨 富井康夫



小学生５・６年男子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 八王子フェンシングクラブ 八王子FC 島村 大翔 島村大輔

2 光ヶ丘フェンシングクラブ 光ヶ丘FC 高野 航生 広沢保彦

3 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 井下田 ノア一輝 和田武真

4 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 田島 健裕 田島大資・田島裕美

5 青山クラブ 青山クラブ バロウズ 禄 バロウズ千穂

6 isco fencing club iscoFC 天野 瑛斗 田中健二

7 岐阜クラブ 岐阜クラブ 吉田 侑莉 吉田将士

8 杉並ジュニアFT 杉並JFT 桐山 怜士 高橋宏

9 杉並ジュニアFT 杉並JFT 東野 颯馬 高橋宏

10 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 石原 健成 福田正徳

11 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 田中 雄理 田中路子

12 東京フェンシングスクール TFS 藤井 偉央 藤井恵美子

13 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 有薗 皓志

14 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 伊藤 湊祐

15 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 大月 アレス

16 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 高橋 由宇

17 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 土田 悠人

18 KIAフェンシングクラブ KIA 濱田 崇詩 石山景大

19 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 川 巧汰 川満広

20 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 川 悠汰 川満広

21 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 中坪 叶 中坪千晶

22 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 馬場 隆之進 馬場隆志

23 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 藤井 恒成 藤井江里

24 河南町フェンシングクラブ 河南町FC 渡辺 裕 渡辺あゆみ

25 大垣クラブ 大垣クラブ 渡辺 陽成 蒲田友紀

26 津・みえFC 津・みえFC 長嶋 翼 長嶋明子

27 Haiku Fencing ハイク 坪上 魁里 坪上亮

28 Haiku Fencing ハイク 石橋 京典 坪上里奈

29 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 太田 明日人 太田美和子

30 京都きっず 京都きっず 北嶋 然 西村拓也

31 京都きっず 京都きっず 西田 竜也 西村拓也

32 京都きっず 京都きっず 小澤 豪太郎 池端花奈恵

33 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 本橋 幸丸 西藤繁

34 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 遠藤 大雅 西藤繁

35 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 中澤 楓大 山口徹

36 大穴フェンシングクラブ 大穴クラブ 丸山 一輝 丸山尊史

37 IwataFencingClub IwataFC 鈴木 侃太 コンプトンロバート

38 IwataFencingClub IwataFC 石川 大智 コンプトンロバート

39 東郷フェンシングクラブ 東郷FC 岩田 麗生 高橋弘己

40 東郷フェンシングクラブ 東郷FC 吉田 一雲 高橋弘己

41 FAE FAE 関口 遥稀 関口慶子

42 沼津ＦＣ 沼津FC 木村 詩斗 木村詩子

43 沼津ＦＣ 沼津FC 木村 泰悠 恩田晃人

44 SEISA SEISA 岡崎 彪護 江村宏二

45 SEISA SEISA LIU GARETH 江村宏二

46 京都フューチャーFC KFFC 富井 章仁 安養寺弘樹

47 京都フューチャーFC KFFC 山田 倖大 横山雅宏

48 京都フューチャーFC KFFC 村上 慶次郎 大類弘暉



小学生５・６年女子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 SEISA SEISA フィンク 久玲安 江村宏二

2 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 宮崎ジュニア 福留 妃奈乃 西山瑞恵

3 山梨ジュニアフェンシング 山梨JFC 中村 志穂 佐竹有紗

4 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 田代 ゆう 和田武真

5 松江FC 松江FC 松本 深優 金津義彦

6 杉並ジュニアFT 杉並JFT 石郷岡 礼紗 高橋宏

7 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 三輪 楓華 村瀬さゆり

8 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 後藤 結衣 高橋裕美

9 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 山田 椛暖 山田結子

10 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 石原 こころ 村瀬さゆり

11 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 林 那奈 高橋裕美

12 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 宮川 莉緒奈 村瀬さゆり

13 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 石黒 莉愛 高橋裕美

14 東京フェンシングスクール TFS 中村 新依 中村珠文

15 関西国際学園 関西国際学園 中野 愛麗 石山景大

16 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 友利 葉奈

17 ダウンタウンフェンシングアカデミー DFA 鈴木 萌々子 鈴木孝弥

18 三島フェンシングクラブ ミシマFC 石津 愛美 三好啓一

19 京都きっず 京都きっず 数井 奏 池端花奈恵

20 京都きっず 京都きっず 川﨑 茉樹 西村拓也

21 京都きっず 京都きっず 橋川 凜 池端花奈恵

22 京都きっず 京都きっず 溝口 怜 池端花奈恵

23 沼田フェンシングクラブ 沼田FC 志賀 結月 志賀義文

24 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 小溝 あい 西藤繁

25 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 新田 亜咲紀 山口徹

26 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 田广 小晴 田广佐央理

27 岡山少年クラブ 岡山少年クラブ 松崎 咲夏 松崎俊道

28 大穴フェンシングクラブ 大穴クラブ 浜田 あい 浜田規芳

29 FAE FAE 加藤 あこ 加藤みゆき

30 沼津ＦＣ 沼津FC 町田 夏鈴 前田将大

31 沼津ＦＣ 沼津FC 加藤 もなみ 恩田晃人

32 京都フューチャーFC KFFC 木本 瑞記 安養寺弘樹

33 京都フューチャーFC KFFC 岩田 眞理子 横山雅宏



小学生３・４年男子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 小橋川 陽輝 小橋川恵子

2 福山フェンシングクラブ 福山FC 小野 聖一朗 小野隆義

3 東京ガーデンフェンシングクラブ GARDEN 外賀 桜祐 外賀寛明

4 トゥッティフェンシングクラブ トゥッティFC 南 丁 高柳裕子

5 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 山本 真温 梅沢みゆき

6 isco fencing club iscoFC 本田 楽 田中健二

7 広瀬町フェンシングクラブ HFC 椿 成 椿和剛

8 広瀬町フェンシングクラブ HFC 中島 優斗 中島圭一

9 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 加藤 蒼大 高橋裕美

10 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 原 大稀 原優香

11 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 山本 航士郎 山本梨穂

12 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 鈴木 孝之介 鈴木真由美

13 東京フェンシングスクール TFS 吉川 匠 吉川千尋

14 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 井上 剛

15 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 小林 照弥

16 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 田中 希

17 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 友利 仁哉

18 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 中村 壮栄

19 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 西村 羽琥 西村亜侑美

20 京都ソレイユ 京都ソレイユ 北村 創 北村巧

21 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 藤井 祥吾 藤井雄一

22 CRECERフェンシングクラブ CRECER 前中 隆臣 石山景大

23 河南町フェンシングクラブ 河南町FC 瀧川 碧海 渡辺あゆみ

24 大垣クラブ 大垣クラブ 米山 颯倭 松原由美子

25 大垣クラブ 大垣クラブ 石谷 優真 國枝浩二

26 大垣クラブ 大垣クラブ 牧野 尊 石谷隆宜

27 三島フェンシングクラブ ミシマFC 武村 陸生 三好啓一

28 三島フェンシングクラブ ミシマFC 大尾 恭太 三好啓一

29 三島フェンシングクラブ ミシマFC 守屋 駿 三好啓一

30 津クラブ 津クラブ 川添 碧月 川添聖子

31 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 池上 泰平 池上裕平

32 西神戸フェンシングクラブ 西神戸FC 田中 森也 田中美津男

33 西神戸フェンシングクラブ 西神戸FC 長尾 宙汰 長尾嘉郎

34 佐賀ジュニアフェンシングクラブ 佐賀ジュニア 野方 莉希 藤田大貴

35 明石ジュニアフェンシングクラブ 明石JFC 水戸 りひと 水戸恭子

36 大穴フェンシングクラブ 大穴クラブ 豊島 玲央 豊島由佳子

37 IwataFencingClub IwataFC 山下 泉澄 コンプトンロバート

38 東郷フェンシングクラブ 東郷FC 塩見 晄大 高橋弘己

39 東郷フェンシングクラブ 東郷FC 恵濃 煌芽 高橋弘己

40 FAE FAE 関口 橙耶 関口智晴

41 沼津ＦＣ 沼津FC 濵本 一由 濵本由香里

42 沼津ＦＣ 沼津FC 大坪 隆太 大坪愛子

43 沼津ＦＣ 沼津FC 三澤 弘暉 三澤慶子

44 京都フューチャーFC KFFC 岡島 和志 大柴光朗

45 京都フューチャーFC KFFC 堀 眞旺 富井康夫

46 京都フューチャーFC KFFC 今井 咲輔 安養寺弘樹

47 京都フューチャーFC KFFC 塩飽 一弥 横山雅宏

48 京都フューチャーFC KFFC 橋本 弘乃助 大類弘暉



小学生３・４年女子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 SSKD SSKD 白井 萌衣紗 白井ゆかり

2 光ヶ丘フェンシングクラブ 光ヶ丘FC 水鳥 優花 広沢保彦

3 山梨ジュニアフェンシング 山梨JFC 中川 千里 佐竹有紗

4 isco fencing club iscoFC 八塚 愛理 田中健二

5 NEXUS FENCING CLUB NEXUS FC 阿部 璃麗 永野義秀

6 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 矢橋 暖望 村瀬さゆり

7 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 鷲見 はな 鷲見鋼介

8 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 國井 楓菜 高橋裕美

9 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 正岡 和華 石橋廉大

10 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 石黒 瑠愛 石黒由香梨

11 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 宮崎 咲羽 宮崎肇

12 三重海星フェンシングクラブ 三重海星FC 石渡 木野香 石渡香

13 関西国際学園 関西国際学園 坂田 怜心 石山景大

14 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 細田 優輝乃

15 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 山畑 歌子 山畑輝広

16 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 多田 智春 多田未佳

17 一関フェンシングスポーツ少年団 一関FS 田村 葵 田村明

18 沼田フェンシングクラブ 沼田FC 小嶌 莉央 小嶌祐介

19 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 池上 雛子 池上裕平

20 長野ジュニアフェンシングクラブ 長野Jr.FC 小溝 ひな 小溝晃子

21 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 田广 夏帆 田广佐央理

22 安来フェンシングクラブ 安来FC 渡辺 心春 渡辺大介

23 FAE FAE 冨田 優良 冨田弘樹

24 沼津ＦＣ 沼津FC 町田 いちか 町田卓也

25 京都フューチャーFC KFFC 岩田 眞阿子 大類弘暉

26 京都フューチャーFC KFFC 小室 美優紀 大柴光朗

27 京都フューチャーFC KFFC 小西 暖乃 安養寺弘樹

28 京都フューチャーFC KFFC 和田 莉々翔 横山雅宏



小学生２年以下男子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 気仙沼JFC 菅原 逞 菅原了

2 レ・フレール愛媛 レ・フレール 曽根 三蔵 曽根知佐土

3 isco fencing club iscoFC 中村 燈 田中健二

4 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 林川 琉真 林川晴俊

5 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 田中 絢土

6 KIAフェンシングクラブ KIA 濱田 章良 石山景大

7 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 木村 新 木村麻友子

8 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 川口 楽 川口典子

9 IwataFencingClub IwataFC 山下 万尋 コンプトンロバート

10 IwataFencingClub IwataFC 岩崎 基 コンプトンロバート

11 FAE FAE 冨田 優多 冨田香

12 FAE FAE 加藤 絢智 加藤玄

13 京都フューチャーFC KFFC 中村 篤英 大柴光朗



小学生２年以下女子フルーレ参加者リスト

No 所属 所属略称
姓 名

コーチ名
※スペースなし

1 新潟ジュニアフェンシングクラブ 新潟JFC 古川 明日咲 古川真吾

2 福山フェンシングクラブ 福山FC 小野 紗佑里 小野隆義

3 isco fencing club iscoFC 柳原 彩乃 柳原宏昭

4 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 矢橋 絆希 矢橋由加

5 はしまMOAフェンシングクラブ はしまMOA 林 美弥 林愛

6 RITZ FENCING ACADEMY RITZ FA 友利 栞奈

7 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 坪井 玲奈 坪井幸枝

8 香川ジュニアフェンシングクラブ 香川JFC 西村 侑珠 西村亜侑美

9 大阪読売千里クラブ 大阪読売千里C 小野 心寧 小野瑞穂

10 西神戸フェンシングクラブ 西神戸FC 近藤 美月 近藤辰弥

11 西神戸フェンシングクラブ 西神戸FC 近藤 美織 近藤香奈

12 和歌山ジュニアフェンシングクラブ 和歌山ジュニア 黒江 白桃 田广佐央理

13 沼津ＦＣ 沼津FC 町田 環 町田ふみ香


