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６月２８日（金）

参加者名 協会登録所属名　　 参加者名 協会登録所属名　　
森　友紀 熊本クラブ 徳南　堅太 NEXUS

吹原　麻美 岐阜クラブ 島村　智博 警視庁
吉澤　千恵 群馬クラブ 田中　瞬 警視庁
松本　伊世 和歌山クラブ 新井　弘太 NEXUS
西岡　詩穂 NEXUS 宮山　亮 NEXUS
草野　広美 NEXUS 澤田　稔章 ノーリツフェンシングクラブ
和田　尚子 NEXUS 馬場　正浩 ノーリツフェンシングクラブ
藤原　仁美 愛媛クラブ 廣瀬　陽一朗 茨城クラブ
森　美奈子 熊本クラブ 東森　友暉 岩手クラブ
飯澤　早貴 山形クラブ 佐久間　忠 岐阜クラブ
岡本　啓子 山口クラブ 西脇　一徳 岐阜クラブ
田熊　光菜 山口クラブ 吉岡　亜紀 岐阜クラブ
大橋　綾 新潟クラブ 平野　航大 騎士の会
家永　妃里 大阪市信用金庫 荻原　賢悟 山形クラブ
青柳　裕子 大阪市信用金庫 山田　諭志 山口クラブ
大西　沙希 大阪市信用金庫 熊本　裕士 讃岐クラブ
松木　瞳 大分クラブ 工藤　伸也 秋田県体育協会
栗原　夏佳 長野クラブ 小林　善洋 心臓血管センター北海道大野病院

戸田　志帆 東京フェンシングスクール 石山　雅弘 浅草フェンシングクラブ
九野　桃佳 和歌山クラブ 西嶋　慶文 浅草フェンシングクラブ
小林　彩乃 関西大学 水谷　一貴 大垣共立銀行
格地　彩花 慶応義塾大学 日名子　聖也 大分クラブ
安部　夏帆 専修大学 笹田　健一 長崎クラブ
高橋　風子 専修大学 中村　亮介 長崎クラブ
川村　理紗 専修大学 岩崎　健太郎 長野クラブ
永瀬　夏帆 早稲田大学 佐々木　聖 島根クラブ
真所　美莉 早稲田大学 永井　遼 島根クラブ
渡辺　咲 早稲田大学 坪井　浩平 和歌山クラブ
尾上　千尋 早稲田大学 新田　涼平 和歌山クラブ
森下　結衣 中京大学 松尾　優樹 和歌山クラブ
濱野　万葉 中京大学 片岩　和紀 中央大学
菊地　七彩 朝日大学 小谷　大洋 中央大学
吉田　彩子 朝日大学 曽我　啓介 中央大学
西田　弥生 朝日大学 中島　哲雄 中央大学
川満　千乃 朝日大学 前田　脩吾 中央大学
若狭　由希 東京女子体育大学 上野　公希 愛知工業大学
藤山　雪恵 同志社大学 山口　慶吾 関西学院大学
岡部　夏奈 日本女子体育大学 石川　瑞己 慶應義塾大学
山崎　衣里子 日本女子体育大学 井川　椋介 専修大学
菅原　李奈 日本女子体育大学 後藤　郁弥 専修大学
福田　優香 日本女子体育大学 張眞　龍太 専修大学
砂山　文香 日本体育大学 森川　誠智 専修大学
三宅　杏奈 日本体育大学 石川　翔太 拓殖大学
森　美里 日本体育大学 中島　昂也 拓殖大学
馬場　絢子 日本体育大学 猪ノ口　貴史 朝日大学
安田　有希 日本大学 川浪　光輝 朝日大学
相澤　さつき 日本大学 千葉　尚汰 朝日大学
木下　梨那 日本大学 丹羽　研輔 朝日大学
久良知　美帆 法政大学 松岡　優 朝日大学
緒方　渚 法政大学 松野　稔樹 朝日大学
真田　玲菜 法政大学 新甚　康平 東京大学
大石　栞菜 法政大学 若松　広貴 同志社大学
柳岡　はるか 法政大学 土屋　良真 日本体育大学
古田　彩稀 立命館大学 今井　康友 日本大学
中西　彩華 立命館大学 江里　鉄平 日本大学

女子フルーレ　出場選手 男子サーブル　出場選手
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６月２８日（金）

参加者名 協会登録所属名　　 参加者名 協会登録所属名　　
山口　舞 宇都宮中央女子高等学校 庄司　大地 日本大学

飯田　ひかり 岐阜県立羽島北高等学校 永田　崚 日本大学
伊藤　真希 岐阜県立大垣南高等学校 古川　信清 日本大学
馬場　晴菜 岐阜県立大垣南高等学校 森　翔一 日本大学
狩野　愛巳 宮城県仙台第三高等学校 安藤　光平 法政大学
菊池　小巻 熊本県立翔陽高等学校 大崎　葵一 法政大学
宮脇　花綸 慶應義塾女子高等学校 斉藤　采 法政大学
上山　芽依子 県立沼田女子高等学校 丹代　翔 法政大学
大杉　琴音 香川県立高松北高等学校 吉田　健人 法政大学
小林　亜美 高崎商科大学附属高等学校 守屋　一教 明治大学
白峰　杏美 三島高等学校 青木　育 立命館大学
岡部　麻衣 聖霊高等学校 島田　翔大 愛知工業大学名電高等学校
宮枝　桃子 千葉県立松戸高等学校 大槻　達哉 伊那北高等学校
緒方　実奈海 帝京高等学校 小松﨑　資 茨城県立緑岡高等学校
森　千絢 帝京高等学校 板東　侑 英明高等学校
梅津　春香 帝京高等学校 山北　格也 岐阜県立羽島北高等学校
伊藤　理那 藤蔭高等学校 山口　開生 群馬県立沼田高等学校
浅野　早紀 日本女子大学附属高等学校 森　翔平 三島高等学校
向井　愛美 富山県立富山西高等学校 岩元　圭 鹿児島南高等学校
木村　結 柳井学園高等学校 宇都宮　拓 青山学院高等部
西岡　真穂 和歌山北高等学校 佐藤　篤志 川俣高等学校
和田　捺見 和歌山北高等学校 清水　紀宏 帝京高等学校
辻　すみれ 岐阜聖徳学園大学附属中学校 星野　剣斗 帝京高等学校
登尾　早奈 三島フェンシングクラブ 丸山　雅仁 東葛飾高等学校
仙葉　楓佳 秋田市ジュニアフェンサーズ 金井　大武 東京学館新潟高等学校
溝口　礼菜 松戸柿の木台スケルマ 村岡　聡丞 福岡魁誠高等学校
遠藤　里菜 八王子フェンシング 高橋　優作 法政大学第二高等学校
高田　真帆 米沢市スポーツ少年団 満生　耀一朗 立教新座高等学校
東　莉央 和北ジュニアクラブ 小山　桂史 岐阜聖徳学園大学附属中学校

女子フルーレ　出場選手 男子サーブル　出場選手
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６月２９日（土）

参加者名 協会登録所属名　　 参加者名 協会登録所属名　　
濱田　真帆 菊川南陵高校職員 坂本　圭右 自衛隊体育学校

伊藤　真実 警視庁 見延　和靖 NEXUS
田村　紀佳 朝日大学 市ヶ谷　廣輝 香川クラブ
青木　千佳 NEXUS 渥美　研司 JTBコーポレートセールス
竹田　悠里 NEXUS 伊藤　心 NEXUS
廣瀬　恵理加 NEXUS 平野　良樹 NEXUS
大西　沙朋 岡山クラブ 星野　貴智 ゼビオ株式会社
高橋　里美 岐阜クラブ 恩田　晃人 タムラ食品
吹原　麻美 岐阜クラブ 佐藤　夏樹 ワセダクラブ
飯塚　早紀 警視庁 萩原　宏樹 宇都宮フェンシングクラブ
菊地　美香 警視庁 松田　義弘 横浜クラブ
岡本　啓子 山口クラブ 森本　敏照 岡山クラブ
田熊　光菜 山口クラブ 阿部　篤嗣 岩手クラブ
屋宮　まどか 鹿児島クラブ 石井　崇明 吉祥寺クラブ
大橋　綾 新潟クラブ 小林　政生 京都クラブ
小栗　奈津未 大垣共立銀行 太田　健二 熊本クラブ
青柳　裕子 大阪市信用金庫 奥　雄 警視庁
家永　妃里 大阪市信用金庫 林　茂樹 警視庁
大西　沙希 大阪市信用金庫 山本　翔磨 広島クラブ
櫛橋　茉由 大阪市信用金庫 出水　宏和 香川クラブ
栗崎　由香里 長崎クラブ 前田　雄亮 香川クラブ
下田　梨恵 長崎クラブ 中村　泰樹 山口クラブ
矢野　浩美 八王子フェンシング協会 野口　隼人 自衛隊体育学校
内藤　絵理奈 福井クラブ 湯田　猛 秋田クラブ
九野　桃佳 和歌山クラブ 笠原　崇弘 新潟クラブ
川島　瑞月 関西学院大学 片島　章徳 神戸クラブ
浅海　裕子 専修大学 小坂　貞治 神戸クラブ
関　綾香 専修大学 後藤　清大 青森県フェンシング協会
滝澤　麻未 専修大学 坪　俊彦 青森県フェンシング協会
新田　優衣 専修大学 名和　寛文 大垣共立銀行
百崎　千裕 専修大学 菱田　良威 大垣信用金庫フェンシング部
神田　真希子 早稲田大学 野村　大慈 大阪読売クラブ
弘瀬　智子 早稲田大学 荒金　翔平 大分クラブ
舟山　佳穂 早稲田大学 木辺　啓二 大分クラブ
真所　美莉 早稲田大学 持田　彰久 大分クラブ
安冨　結 早稲田大学 河西　遼太 長野クラブ
朝居　由起 中京大学 翁　和吉 福岡フェンサーズ
味岡　祐名 中京大学 坪井　浩平 和歌山クラブ
浦野　夏菜 中京大学 金子　凌 中央大学
越野　沙織 中京大学 二宮　司 愛知工業大学
藤山　はな 中京大学 山本　大起 京都産業大学
榎本　由衣 朝日大学 楠田　渓 京都大学
佐藤　和美 朝日大学 原　大地 京都大学
石原　加奈子 東京女子体育大学 白井　貴大 近畿大学
今野　優真 東京女子体育大学 武田　仁 慶応義塾大学
佐藤　葵 東京女子体育大学 石井　洋也 慶應義塾大学
丹野　亜美 東京女子体育大学 関口　義也 青山学院大学
橋本　楓 同志社大学 谷口　琢弥 専修大学
ハンター水野　摩耶 同志社大学 西本　勇斗 専修大学
荒井　夏実 日本女子体育大学 小野　弘貴 早稲田大学
北嶋　里穂 日本女子体育大学 津江　碧 早稲田大学
菅原　李奈 日本女子体育大学 西森　健太 早稲田大学
福田　優香 日本女子体育大学 江川　元基 拓殖大学
砂山　文香 日本体育大学 佐々木　瞭 朝日大学
池田　景 日本大学 白鳥　俊貴 朝日大学

女子サーブル　出場選手 男子エペ　出場選手
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６月２９日（土）

小栗　千紗絵 日本大学 津田　寛二 朝日大学
棚村　未来 日本大学 諸永　弘 朝日大学
福本　かな 日本大学 菊川　俊一郎 東京農業大学
三好　茉莉子 日本大学 宇山　賢 同志社大学
栗本　ひかる 法政大学 山崎　大知 日本体育大学
池浦　佳奈 立命館大学 小野　健太 日本大学
高橋　法子 立命館大学 北村　直之 日本大学
新井　はるか 高崎商科大学附属高等学校 成田　遼介 日本大学
樺澤　有紗 高崎商科大学附属高等学校 山田　優 日本大学
髙橋　伊吹 高崎商科大学附属高等学校 石島　匡 法政大学
大石　清香 三島高等学校 藤倉　陸 法政大学
向井　晴香 三島高等学校 吉沢　有紀 法政大学
門脇　璃子 山形東高等学校 吉田　玲 法政大学
山口　菜摘 沼津東高等学校 荒井　諒平 明治大学
小林　かなえ 新潟県立新潟商業高等学校 岡田　祐哉 明治大学
陸井　美輝 星陵高等学校 坂野　守洸 明治大学
松森　千晶 石川県立金沢西高校 浅間　一郎 立教大学
鈴木　朝子 千葉県立松戸高等学校 叶内　慶一 立教大学
山崎　鈴夏 千葉県立東葛飾高等学校 神野　祐一郎 立命館大学
関　海真 東亜学園高等学校 川北　信海 愛知工業大学名電高等学校
勝間　望 徳島県立城ノ内高等学校 佐野　貴俊 慶應義塾高等学校
福島　史帆実 福岡魁誠高等学校 弘瀬　晴崇 高知追手前高等学校
佐々木　陽菜 福島成蹊高等学校 小野　真英 埼玉栄高等学校
髙嶋　理紗 JOCエリートアカデミー 藤原　峻平 三島高等学校
向江　彩伽 JOCエリートアカデミー 村山　健太郎 東亜学園高等学校
脇田　樹魅 JOCエリートアカデミー 北村　知丈 東京学館新潟高等学校
江村　美咲 騎士の会 中村　豪 法政大学第二高等学校
稲野邉　南 騎士の会 山田　森太郎 緑岡高等学校
白峰　杏香 三島フェンシングクラブ 渡部　飛鳥 秋田市ジュニアフェンサ－ズ

女子サーブル　出場選手 男子エペ　出場選手
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６月３０日（日）

参加者名 協会登録所属名　　 参加者名 協会登録所属名　　
下大川　綾華 テクマトリックス株式会社 藤野　大樹 NEXUS

田村　須美礼 群馬クラブ 福田　佑輔 警視庁
岡田　真季 香川クラブ 淡路　卓 NEXUS
松田　育子 BELX 千田　健太 NEXUS
齋藤　奈津美 フェンシングステージ 三宅　諒 フェンシングステージ
泉田　綾香 岡山クラブ 長尾　昌也 ケーブルテレビ徳島株式会社
田中　成美 岡山クラブ 根岸　淑博 シールート
田上　桂子 岡山クラブ 齋藤　有 株式会社鶴弥
大橋　里衣 岐阜クラブ 佐々木　慶将 岩手クラブ
永田　亜紀奈 岐阜クラブ 井上　清太郎 京都クラブ
梅津　かおり 宮城クラブ 太田　健二 熊本クラブ
藤村　由美 京都クラブ 市川　恭也 警視庁
日下部　成美 熊本クラブ 阪野　弘和 警視庁
田村　麻里子 群馬クラブ 山田　祐介 広島クラブ
十河　渚 香川クラブ 北川　宗一郎 埼玉クラブ
森岡　美帆 埼玉クラブ 鈴木　隼生 埼玉クラブ
飯澤　早貴 山形クラブ 大野　幸太 三重クラブ
屋宮　まどか 鹿児島クラブ 荻原　賢悟 山形クラブ
福田　美香子 秋田クラブ 中村　泰樹 山口クラブ
横手　佐起子 神戸クラブ 阿部　秀嗣 青森県フェンシング協会
吉住　沙季 静岡県警察 大馬　義明 青森県フェンシング協会
池田　舞子 長崎クラブ 北川　隆之介 早稲田大学
長野　茜 長崎クラブ 木辺　啓二 大分クラブ
寺田　理恵 東京フェンシングスクール 河西　遼太 長野クラブ
斉藤　美晴 福井クラブ 渡辺　大介 島根クラブ
九野　桃佳 和歌山クラブ 上津　孝光 東京フェンシングスクール
松本　伊世 和歌山クラブ 斎藤　大輔 東京フェンシングスクール
渡辺　優香 関西学院大学 東　純平 和歌山クラブ
向井田　真衣 京都大学 坪井　浩平 和歌山クラブ
和田　花子 慶應義塾大学 東谷　和彦 和歌山クラブ
浦　祥子 青山学院大学 松尾　優樹 和歌山クラブ
森　彩恵 専修大学 櫻井　和巧 拓殖大学
伊藤　由佳 早稲田大学 北村　賢治 中央大学
山根　司 早稲田大学 高阪　一世 中央大学
山村　彩和子 早稲田大学 佐野　多加文 中央大学
松原　真弓 大阪大学 簾内　長仁 中央大学
越野　沙織 中京大学 山本　和磨 中央大学
難波　柚 中京大学 横山　覚 中央大学
濱野　万葉 中京大学 上野　公希 愛知工業大学
森下　結衣 中京大学 長町　圭吾 関西学院大学
折戸　恵利香 朝日大学 山本　大起 京都産業大学
雜賀　由起 朝日大学 鬼澤　大真 早稲田大学
高橋　若菜 朝日大学 仙葉　恭輔 早稲田大学
中野　紗希 朝日大学 谷口　裕明 早稲田大学
林　真央 朝日大学 松山　大助 早稲田大学
宮田　陽佳 朝日大学 三好　修平 早稲田大学
千葉　春菜 東京女子体育大学 千葉　尚汰 朝日大学
中野　真衣 東京女子体育大学 山本　浩義 朝日大学
矢ヶ部　まなみ 東京女子体育大学 西村　拓也 同志社大学
日下　夕佳 東京農業大学 若松　広貴 同志社大学
西井　李穂 東京農業大学 鈴木　一平 日本体育大学
河端　梓 同志社大学 矢野　征哉 日本体育大学
平元　晴菜 日本女子体育大学 船本　誠志郎 日本大学
山崎　衣里子 日本女子体育大学 松岡　慧 日本大学
大迫　夏奈 日本体育大学 村上　仁紀 日本大学
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堀川　こず恵 日本体育大学 東　哲平 法政大学
黒木　夢 日本大学 石島　匡 法政大学
鈴木　穂波 日本大学 大石　利樹 法政大学
山田　あゆみ 日本大学 加藤　祥 法政大学
横井　七恵 日本大学 小久保　航汰 法政大学
池田　五月 法政大学 辻　慶謙 法政大学
緒方　渚 法政大学 長島　徳幸 法政大学
小林　未来 法政大学 山田　祥太 法政大学
佐藤　茜 立教大学 吉田　玲 法政大学
古田　彩稀 立命館大学 沖本　拓郎 明治大学
上田　果歩 伊那北高等学校 中川　凌 立命館大学
西久保　夏実 慶應湘南藤沢高等部 野村　弘宣 立命館大学
角田　奈月 県立沼田女子高等学校 馬場　侃也 岡谷工業高等学校
佐藤　由依 香川県立高松北高等学校 舩本　宗一郎 熊本県立翔陽高等学校
能瀬　みずき 香川県立三本松高等学校 道脇　啓太 熊本県立翔陽高等学校
才藤　歩夢 埼玉栄高等学校 小田　康平 検見川高等学校
白峰　杏美 三島高等学校 岸　貴範 埼玉栄高等学校
曽根　一葉 新潟県立新潟商業高等学校 辻　優一 三島高等学校
古俣　潮里 新潟高等学校 松本　大輝 三本松高等学校
山本　智恵 青山学院高等部 安部　克啓 秋田北鷹高等学校
西田　早也香 石川県立金沢伏見高等学校 正村　海渡 成城学園高等学校
宮枝　桃子 千葉県立松戸高等学校 竹内　凱 石川県立金沢西高等学校
小野　千尋 東葛飾高等学校 佐々木　涼真 仙台市立仙台高等学校
片岡　真緒 同志社女子中学校高等学校 敷根　章裕 東亜学園高等学校
富永　恵美 栃木翔南高等学校 敷根　崇裕 東亜学園高等学校
高木　真由子 日本大学三島高等学校 松山　恭助 東亜学園高等学校
吉村　美穂 立命館守山高等学校 竹田　陸人 法政大学第二高等学校
田口　莉帆 秋田市ジュニアフェンサーズ 鈴村　健太 はしまモア
坂場　有華 日本フェンシング研究会 永野　雄大 フェンサーズファクトリー
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