
男子エペ

選手番号 NO 参加者名 ふりがな Hebon 協会登録所属名 性別 競技種目

201 4 坂本　圭右 さかもと　けいすけ SAKAMOTO　KEISUKE 自衛隊体育学校 男性 エペ

202 33 見延　和靖 みのべ　かずやす MINOBE　KAZUYASU NEXUS 男性 エペ

203 5 野口　隼人 のぐち　はやと NOGUCHI　HAYATO 自衛隊体育学校 男性 エペ

204 78 谷口　琢弥 たにぐち　たくや TANIGUCHI　TAKUYA 専修大学 男性 エペ

205 82 萩原　宏樹 はぎわら　ひろき HAGIWARA　HIROKI 宇都宮フェンシングクラブ 男性 エペ

206 71 成田　遼介 なりた　りょうすけ NARITA　RYOSUKE 日本大学 男性 エペ

207 38 宇山　賢 うやま　さとる UYAMA　SATORU 三菱電機株式会社 男性 エペ

208 58 笠原　崇弘 かさはら　たかひろ KASAHARA　TAKAHIRO 新潟クラブ 男性 エペ

209 61 中村　豪 なかむら　ごう NAKAMURA　GO 法政大学 男性 エペ

210 73 山田　優 やまだ　まさる YAMADA　MASARU 日本大学 男性 エペ

211 34 伊藤　心 いとう　いのち ITO　INOCHI NEXUS 男性 エペ

212 46 津江　碧 つえ　あおい TSUE　AOI 早稲田大学フェンシング部 男性 エペ

213 57 平野　良樹 ひらの　よしき HIRANO　YOSHIKI 新潟クラブ 男性 エペ

214 19 村山　健太郎 むらやま　けんたろう MURAYAMA　KENTARO 東亜学園高等学校 男性 エペ

215 48 北村　直之 きたむら　なおゆき KITAMURA　NAOYUKI 愛媛クラブ 男性 エペ

216 13 古俣　聖 こまた　あきら KOMATA　AKIRA 新潟第一高等学校 男性 エペ

217 68 水口　紘希 みずぐち　こうき MIZUGUCHI　KOKI 中央大学 男性 エペ

218 81 吉沢　有紀 よしざわ　なおき YOSHIZAWA　NAOKI OFS 男性 エペ

219 24 小坂　貞治 こさか　さだはる KOSAKA　SADAHARU 神戸クラブ 男性 エペ

220 45 小野　弘貴 おの　ひろき ONO　HIROKI 早稲田大学フェンシング部 男性 エペ

221 9 前田　雄亮 まえだ　ゆうすけ MAEDA　YUSUKE 香川クラブ 男性 エペ

222 36 石井　崇明 いしい　たかあき ISHII　TAKAAKI 吉祥寺クラブ 男性 エペ

223 42 山本　翔磨 やまもと　しょうま YAMAMOTO　SHOMA 広島クラブ 男性 エペ

224 65 武田　仁 たけだ　じん TAKEDA　JIN 慶應義塾大学 男性 エペ

225 70 戸田　顕崇 とだ　あきたか TODA　AKITAKA 日本体育大学 男性 エペ

226 51 叶内　慶一 かのうち　けいいち KANOCHI　KEIICHI 立教大学 男性 エペ

227 53 林　茂樹 はやし　しげき HAYASHI　SHIGEKI 警視庁 男性 エペ

228 7 富井　慎一 とみい　しんいち TOMII　SHINICHI 自衛隊体育学校 男性 エペ

229 21 加納　虹輝 かのう　こうき KANO　KOKI 山口県立岩国工業高等学校 男性 エペ

230 39 赤池　正太郎 あかいけ　しょうたろう AKAIKE　SHOTARO 吉祥寺クラブ 男性 エペ

231 43 石原　雄平 いしはら　ゆうへい ISHIHARA　YUHEI 島根県 男性 エペ

232 37 後藤　清大 ごとう　きよひろ GOTO　KIYOHIRO 青森県フェンシング協会 男性 エペ

233 54 小野　友行 おの　ともゆき ONO　TOMOYUKI 警視庁 男性 エペ

234 17 坂野　守洸 さかの　もりひろ SAKANO　MORIHIRO 明治大学 男性 エペ

235 60 藤倉　陸 ふじくら　りく FUJIKURA　RIKU 法政大学 男性 エペ

236 44 井上　陽太郎 いのうえ　ようたろう INOUE　YOTARO 京都クラブ 男性 エペ

237 40 立岡　篤人 たつおか　あつと TATSUOKA　ATSUTO 同志社大学 男性 エペ

238 74 北村　知丈 きたむら　ともひろ KITAMURA　TOMOHIRO 日本大学 男性 エペ

239 77 岩倉　隼 いわくら　はやと IWAKURA　HAYATO 山形クラブ 男性 エペ

240 26 野村　弘宣 のむら　ひろのぶ NOMURA　HIRONOBU 立命館大学 男性 エペ

241 47 小野　真英 おの　まさひで ONO　MASAHIDE 早稲田大学フェンシング部 男性 エペ

242 69 河西　翔平 かさい　しょうへい KASAI　SHOHEI 中央大学 男性 エペ

243 80 根元　靖 ねもと　やすし NEMOTO　YASUSHI 拓殖大学 男性 エペ

244 14 太田　健二 おおた　けんじ OTA　KENJI 熊本クラブ 男性 エペ

277 66 川村　健史 かわむら　けんじ KAWAMURA　KENJI 慶應義塾大学 男性 エペ

259 25 片島　章徳 かたしま　あきのり KATASHIMA　AKINORI 神戸クラブ 男性 エペ

282 79 西本　勇斗 にしもと　ゆうと NISHIMOTO　YUTO 専修大学 男性 エペ

276 64 石井　洋也 いしい　ひろや ISHII　HIROYA 慶應義塾大学 男性 エペ

273 59 岡田　雄大 おかだ　ゆうだい OKADA　YUDAI 京都産業大学 男性 エペ

249 8 河西　遼太 かさい　りょうた KASAI　RYOTA 長野クラブ 男性 エペ

272 56 杉山　良徳 すぎやま　よしのり SUGIYAMA　YOSHINORI 静岡クラブ 男性 エペ

280 75 持田　彰久 もちだ　あきひさ MOCHIDA　AKIHISA 大分クラブ 男性 エペ

266 35 渥美　研司 あつみ　けんじ ATSUMI　KENJI JTBコーポレートセールス 男性 エペ

275 63 澤　宏尭 さわ　ひろあき SAWA　HIROAKI 法政大学 男性 エペ

274 62 塩原　智輝 しおはら　ともき SHIOHARA　TOMOKI 法政大学 男性 エペ

246 2 大崎　練介 おおさき　れんすけ OSAKI　RENSUKE ダウンタウンフェンシングアカデミー 男性 エペ

245 1 安　雅人 やす　まさと YASU　MASATO 茨城県立水戸第一高等学校 男性 エペ

247 3 翁　和吉 おきな　かずよし OKINA　KAZUYOSHI 福岡フェンサーズ 男性 エペ

248 6 三口　智也 みぐち　ともや MIGUCHI　TOMOYA 自衛隊体育学校 男性 エペ

250 10 松浦　碧也 まつうら　せいや MATSURA　SEIYA 香川県立三本松高校 男性 エペ

251 11 十河　昌也 そごう　まさや SOGO　MASAYA 香川県立三本松高校 男性 エペ

252 12 石田　記也 いしだ　よしや ISHIDA　YOSHIYA 徳島クラブ 男性 エペ

253 15 岩下　真也 いわした　しんや IWASHITA　SHINYA 朝日大学 男性 エペ

254 16 小田　康平 おだ　こうへい ODA　KOHEI 朝日大学 男性 エペ

255 18 佐伯　恒星 さえき　こうせい SAEKI　KOSEI 明治大学 男性 エペ

256 20 村上　隼悟 むらかみ　じゅんご MURAKAMI　JUNGO 千葉クラブ 男性 エペ

257 22 沢村　拓哉 さわむら　たくや SAWAMURA　TAKUYA 山口県立岩国工業高等学校 男性 エペ

258 23 石井　一希 いしい　かずき ISHII　KAZUKI 山口県立岩国工業高等学校 男性 エペ

260 27 谷本　靜哉 たにもと　しずや TANIMOTO　SHIZUYA 龍谷大学 男性 エペ

261 28 佐藤　彰太 さとう　しょうた SATO　SHOTA 愛知工業大学 男性 エペ

262 29 森本　敏照 もりもと　としあき MORIMOTO　TOSHIAKI 岡山クラブ 男性 エペ

263 30 西垣　匠一郎 にしがき　しょういちろう NISHIGAKI　SHOICHIRO 石川県立金沢桜丘高等学校 男性 エペ

264 31 粟野　修平 あわの　しゅうへい AWANO　SHUHEI 宮城クラブ 男性 エペ

265 32 菅井　裕之 すがい　ひろゆき SUGAI　HIROYUKI 宮城クラブ 男性 エペ

267 41 仲川　充知 なかがわ　みつのり NAKAGAWA　MITSUNORI 奈良クラブ 男性 エペ

268 49 小野　健太 おの　けんた ONO　KENTA 山形クラブ 男性 エペ

269 50 八幡　洋輔 やわた　ようすけ YAWATA　YOSUKE 東京大学 男性 エペ

270 52 北尾　悠真 きたお　ゆうま KITAO　YUMA 長崎クラブ 男性 エペ

271 55 名和　寛文 なわ　ひろふみ NAWA　HIROFUMI 大垣共立銀行 男性 エペ

278 67 上田　昌弘 うえだ　あきひろ UEDA　AKIHIRO 慶應義塾大学 男性 エペ
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279 72 大山　聖人 おおやま　せいと OYAMA　SEITO 日本大学 男性 エペ

281 76 ウェディシンハ　ジュンうぇでぃしんは　じゅん WEDISINGHE　JUN 三重県フェンシング協会 男性 エペ

男子サーブル

選手番号 NO 参加者名 ふりがな Hebon 協会登録所属名 性別 競技種目

301 49 島村　智博 しまむら　ともひろ SHIMAMURA　TOMOHIRO 警視庁 男性 サーブル

302 27 宮山　亮 みややま　りょう MIYAYAMA　RYO NEXUS 男性 サーブル

304 52 吉田　健人 よしだ　けんと YOSHIDA　KENTO 警視庁 男性 サーブル

303 8 徳南　堅太 とくなん　けんた TOKUNAN　KENTA デロイト トーマーツ コンサルティング 男性 サーブル

305 28 新井　弘太 あらい　こうた ARAI　KOTA NEXUS 男性 サーブル

306 19 フィッツジェラルド　邦彦ふぃっつじぇらるど　くにひこ FITZ-GERALD KUNIHIKO 騎士の会 男性 サーブル

307 56 安藤　光平 あんどう　こうへい ANDO　KOHEI 法政大学 男性 サーブル

308 37 張眞　龍太 はりま　りゅうた HARIMA　RYUTA 福井クラブ 男性 サーブル

309 29 吉岡　亜紀 よしおか　あき YOSHIOKA　AKI 岐阜クラブ 男性 サーブル

310 16 星野　剣斗 ほしの　けんと HOSHINO　KENTO JOCエリートアカデミー 男性 サーブル

311 81 中島　哲雄 なかしま　てつお NAKASHIMA　TETSUO 北海道クラブ 男性 サーブル

312 65 曽我　啓介 そが　けいすけ SOGA　KEISUKE 中央大学 男性 サーブル

313 72 森　翔一 もり　しょういち MORI　SHOICHI 日本大学 男性 サーブル

314 55 水谷　一貴 みずたに　かずき MIZUTANI　KAZUKI 大垣共立銀行 男性 サーブル

315 70 永田　崚 ながた　りょう NAGATA　RYO 日本大学 男性 サーブル

316 14 澤田　稔章 さわだ　としあき SAWADA　TOSHIAKI 青森県フェンシング協会 男性 サーブル

317 45 佐々木　聖 ささき　せい SASAKI　SEI 愛媛クラブ 男性 サーブル

318 67 白井　寛夢 しらい　ひろむ SHIRAI　HIROMU 中央大学 男性 サーブル

319 38 丹代　翔 たんだい　しょう TANDAI　SHO 福井クラブ 男性 サーブル

320 20 小山　桂史 おやま　けいし OYAMA　KEISHI クラーク記念国際高校 男性 サーブル

321 30 佐久間　忠 さくま　ただし SAKUMA　TADASHI 岐阜クラブ 男性 サーブル

322 40 甘粕　貴大 あまかす　たかひろ AMAKASU　TAKAHIRO 早稲田大学フェンシング部 男性 サーブル

323 64 町田　拓哉 まちだ　たくや MACHIDA　TAKUYA 慶應義塾大学 男性 サーブル

324 80 馬場　正浩 ばば　まさひろ BABA　MASAHIRO ノーリツフェンシング部 男性 サーブル

325 66 後藤　駿弥 ごとう　としや GOTO　TOSHIYA 中央大学 男性 サーブル

326 53 久保　翔一朗 くぼ　しょういちろう KUBO　SHOICHIRO 三田フェンシングクラブ 男性 サーブル

327 68 土屋　良真 つちや　りょうま TSUCHIYA　RYOMA 日本体育大学 男性 サーブル

328 73 日名子　聖也 ひなご　せいや HINAGO　SEIYA 大分クラブ 男性 サーブル

329 44 野里　崇有 のざと　たかすみ NOZATO　TAKASUMI 愛媛クラブ 男性 サーブル

330 11 川浪　光輝 かわなみ　こうき KAWANAMI　KOKI 朝日大学 男性 サーブル

331 57 大崎　葵一 おおさき　きいち OSAKI　KIICHI 法政大学 男性 サーブル

332 71 古川　信清 ふるかわ　のぶきよ FURUKAWA　NOBUKIYO 日本大学 男性 サーブル

334 60 佐藤　篤志 さとう　あつし SATO　ATSUSHI 法政大学 男性 サーブル

333 51 菊池　崇志 きくち　たかし KIKUCHI　TAKASHI 警視庁 男性 サーブル

335 76 江川　颯一 えがわ　そういち EGAWA　SOICHI 専修大学 男性 サーブル

336 77 大内　拓徳 おおうち　たくのり OUCHI　TAKUNORI 拓殖大学 男性 サーブル

337 17 清水　紀宏 しみず　のりひろ SHIMIZU　NORIHIRO JOCエリートアカデミー 男性 サーブル

338 59 大槻　達哉 おおつき　たつや OTSUKI　TATSUYA 法政大学 男性 サーブル

339 35 山口　友生 やまぐち　ゆうき YAMAGUCHI　YUKI ワセダクラブ 男性 サーブル

340 58 髙橋　優作 たかはし　ゆうさく TAKAHASHI　YUSAKU 法政大学 男性 サーブル

348 3 新田　涼平 にった　りょうへい NITTA　RYOHEI 和歌山クラブ 男性 サーブル

341 42 山本　隼太 やまもと　しゅんた YAMAMOTO　SHUNTA 早稲田大学フェンシング部 男性 サーブル

342 43 茂木　雄大 もてぎ　ゆうだい MOTEGI　YUDAI 早稲田大学フェンシング部 男性 サーブル

343 15 佐藤　真春 さとう　まはる SATO　MAHARU 川俣高校 男性 サーブル

344 10 青木　貴雅 あおき　たかまさ AOKI　TAKAMASA 沼津西高等学校 男性 サーブル

345 79 向竹　淳 むかたけ　あつし MUKATAKE　ATSUSHI ノーリツフェンシング部 男性 サーブル

373 50 田中　瞬 たなか　しゅん TANAKA　SHUN 警視庁 男性 サーブル

371 47 ストリーツ　海飛すとりーつ　かいと STREETS　KAITO 騎士の会 男性 サーブル

376 62 横尾　知浩 よこお　ともひろ YOKO　TOMOHIRO 法政大学 男性 サーブル

355 13 山本　尚輝 やまもと　なおき YAMAMOTO　NAOKI 京都大学 男性 サーブル

372 48 工藤　伸也 くどう　しんや KUDO　SHINYA 北上市役所 男性 サーブル

347 2 杉本　隆大 すぎもと　たかひろ SUGIMOTO　TAKAHIRO ワセダクラブ 男性 サーブル

374 54 鳥谷部　礼 とやべ　まさし TOYABE　MASASHI 三田フェンシングクラブ 男性 サーブル

377 63 柳　嘉亮 りゅう　かりゃん RYU　KARYAN 法政大学 男性 サーブル

361 25 尾矢　陽太 おや　さんた OYA　SANTA 中京大学Jr. 男性 サーブル

362 26 清水　崇史 しみず　たかふみ SHIMIZU　TAKAFUMI 箕輪中学校 男性 サーブル

356 18 吉田　多聞 よしだ　たもん YOSHIDA　TAMON JOCエリートアカデミー 男性 サーブル

363 31 森多　諒 もりた　りょう MORITA　RYO 柳井エスクリム 男性 サーブル

350 5 齊田　健吾 さいた　けんご SAITA　KENGO 立教新座高等学校 男性 サーブル

349 4 井川　椋介 いかわ　りょうすけ IKAWA　RYOSUKE 和歌山クラブ 男性 サーブル

366 34 田中　亘 たなか　わたる TANAKA　WATARU 関西大学 男性 サーブル

346 1 倉林　洋太 くらばやし　ようた KURABAYASHI　YOTA 高崎商科大学附属高等学校 男性 サーブル

351 6 中村　冠太 なかむら　かんた NAKAMURA　KANTA 立教新座高等学校 男性 サーブル

352 7 菊地　正晃 きくち　まさあき KIKUCHI　MASAAKI ダウンタウンフェンシングアカデミー 男性 サーブル

353 9 髙橋　良介 たかはし　りょうすけ TAKAHASHI　RYOSUKE 香川県立三本松高校 男性 サーブル

354 12 福島　大和 ふくしま　やまと FUKUSHIMA　YAMATO 箕輪進修高校 男性 サーブル

357 21 渡邊　裕斗 わたなべ　ゆうと WATANABE　YUTO 岐阜県立大垣南高等学校 男性 サーブル

358 22 竹田　駿也 たけだ　しゅんや TAKEDA　SHUNYA 富山県立水橋高等学校 男性 サーブル

359 23 島田　翔大 しまだ　しょうた SHIMADA　SHOTA 愛知工業大学 男性 サーブル

360 24 松岡　優 まつおか　ゆう MATSUOKA　YU 青森県フェンシング協会 男性 サーブル

364 32 青山　凌太 あおやま　りょうた AOYAMA　RYOTA 柳井学園高等学校 男性 サーブル

365 33 館村　陵汰 たちむら　りょうた TACHIMURA　RYOTA 長崎県立長崎工業高等学校 男性 サーブル

367 36 小谷　太洋 こたに　たいよう KOTANI　TAIYO 島根県 男性 サーブル

368 39 末時　健太郎 すえとき　けんたろう SUETOKI　KENTARO 近畿大学 男性 サーブル

369 41 安部　凌 あべ　りょう ABE　RYO 早稲田大学フェンシング部 男性 サーブル

370 46 上田　祐樹 うえだ　ゆうき UEDA　YUKI 中京大学フェンシング部 男性 サーブル

375 61 吉井　想 よしい　そう YOSHII　SO 法政大学 男性 サーブル

378 69 松下　大成 まつした　たいせい MATSUSHITA　TAISEI 関西学院大学 男性 サーブル

379 74 穴井　優喜 あない　ゆうき ANAI　YUKI 大分県立日田林工高等学校 男性 サーブル

380 75 若林　諒介 わかばやし　りょうすけ WAKABAYASHI　RYOSUKE 専修大学 男性 サーブル

381 78 谷　拓海 たに　たくみ TANI　TAKUMI 熊本県立翔陽高等学校 男性 サーブル



男子フルーレ

選手番号 NO 参加者名 ふりがな Hebon 協会登録所属名 性別 競技種目

101 78 藤野　大樹 ふじの　だいき FUJINO　DAIKI 森永製菓株式会社 男性 フルーレ

103 53 長島　徳幸 ながしま　のりゆき NAGASHIMA　NORIYUKI 法政大学 男性 フルーレ

102 25 三宅　諒 みやけ　りょう MIYAKE　RYO セイコー 男性 フルーレ

104 74 西藤　俊哉 さいとう　としや SAITO　TOSHIYA JOCエリートアカデミー 男性 フルーレ

105 32 淡路　卓 あわじ　すぐる AWAJI　SUGURU NEXUS 男性 フルーレ

106 59 敷根　章裕 しきね　あきひろ SHIKINE　AKIHIRO 法政大学 男性 フルーレ

107 57 大石　利樹 おおいし　りき OISHI　RIKI 法政大学 男性 フルーレ

108 51 市川　恭也 いちかわ　きょうや ICHIKAWA　KYOYA 警視庁 男性 フルーレ

109 55 東　哲平 あずま　てっぺい AZUMA　TEPPEI 法政大学 男性 フルーレ

110 67 佃　史成 つくだ　ふみなり TSUKUDA　FUMINARI 日本大学 男性 フルーレ

111 48 斉藤　大輔 さいとう　だいすけ SAITO　DAISUKE 東京フェンシングスクール 男性 フルーレ

112 75 永野　雄大 ながの　ゆうだい NAGANO　YUDAI JOCエリートアカデミー 男性 フルーレ

113 16 松本　優 まつもと　すぐる MATSUMOTO　SUGURU 三重クラブ 男性 フルーレ

114 41 仙葉　恭輔 せんば　きょうすけ SEMBA　KYOSUKE 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

115 46 松山　恭助 まつやま　きょうすけ MATSUYAMA　KYOSUKE 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

116 31 敷根　崇裕 しきね　たかひろ SHIKINE　TAKAHIRO 東亜学園高等学校 男性 フルーレ

117 58 野口　凌平 のぐち　りょうへい NOGUCHI　RYOHEI 法政大学 男性 フルーレ

164 34 西村　拓也 にしむら　たくや NISHIMURA　TAKUYA 同志社大学 男性 フルーレ

118 43 松山　大助 まつやま　だいすけ MATSUYAMA　DAISUKE 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

119 28 鈴村　健太 すずむら　けんた SUZUMURA　KENTA 岐阜県立大垣南高等学校 男性 フルーレ

120 79 村上　仁紀 むらかみ　さとき MURAKAMI　SATOKI あおぞら病院 男性 フルーレ

121 61 簾内　長仁 すのうち　ながひと SUNOCHI　NAGAHITO 中央大学 男性 フルーレ

122 68 佐々木　涼真 ささき　りょうま SASAKI　RYOMA 日本大学 男性 フルーレ

123 52 阪野　弘和 さかの　ひろかず SAKANO　HIROKAZU 警視庁 男性 フルーレ

124 77 松岡　慧 まつおか　さとし MATSUOKA　SATOSHI 秋田クラブ 男性 フルーレ

125 29 伊藤　拓真 いとう　たくま ITO　TAKUMA 岐阜県立大垣南高等学校 男性 フルーレ

126 60 佐野　多加文 さの　たかふみ SANO　TAKAFUMI 中央大学 男性 フルーレ

155 13 伊藤　大輝 いとう　ひろき ITO　HIROKI 埼玉栄高等学校 男性 フルーレ

127 65 伊藤　真 いとう　まこと ITO　MAKOTO 日本大学 男性 フルーレ

128 63 鈴木　一平 すずき　いっぺい SUZUKI　IPPEI 日本体育大学 男性 フルーレ

129 27 高橋　恋 たかはし　れん TAKAHASHI　REN 川俣高校 男性 フルーレ

130 50 佐々木　慶将 ささき　よしまさ SASAKI　YOSHIMASA 有限会社　共輪自動車 男性 フルーレ

131 76 新田　啓人 にった　ひろと NITTA　HIROTO 日本大学 男性 フルーレ

132 66 舩本　誠志郎 ふなもと　せいしろう FUNAMOTO　SEISHIRO 日本大学 男性 フルーレ

133 24 岸　貴範 きし　たかのり KISHI　TAKANORI 明治大学 男性 フルーレ

134 69 舩本　宗一郎 ふなもと　そういちろう FUNAMOTO　SOICHIRO 日本大学 男性 フルーレ

135 45 竹田　陸人 たけだ　りくと TAKEDA　RIKUTO 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

136 44 三好　修平 みよし　しゅうへい MIYOSHI　SHUHEI 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

137 80 松渕　真平 まつぶち　しんぺい MATSUBUCHI　SHIMPEI 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 フルーレ

138 3 松尾　優樹 まつお　ゆうき MATSUO　YUKI 和歌山クラブ 男性 フルーレ

139 35 安部　慶輝 あべ　よしき ABE　YOSHIKI 拓殖大学 男性 フルーレ

140 22 道脇　啓太 みちわき　けいた MICHIWAKI　KEITA 明治大学 男性 フルーレ

141 26 佐々木　拓海 ささき　たくみ SASAKI　TAKUMI 山口県立岩国工業高等学校 男性 フルーレ

162 30 岩下　琢哉 いわした　たくや IWASHITA　TAKUYA 立命館大学 男性 フルーレ

142 2 吉口　雄也 よしぐち　ゆうや YOSHIGUCHI　YUYA 沼津市立沼津高等学校　市立沼津 男性 フルーレ

143 10 上野　優斗 うえの　ゆうと UENO　YUTO 大分県立別府翔青高等学校 男性 フルーレ

144 15 松浦　碧也 まつうら　せいや MATSURA　SEIYA 香川県立三本松高校 男性 フルーレ

154 12 河西　遼太 かさい　りょうた KASAI　RYOTA 長野クラブ 男性 フルーレ

145 17 石田　記也 いしだ　よしや ISHIDA　YOSHIYA 徳島クラブ 男性 フルーレ

176 64 江口　大輔 えぐち　だいすけ EGUCHI　DAISUKE 日本体育大学 男性 フルーレ

179 72 大野　幸太 おおの　こうた ONO　KOTA 三重クラブ 男性 フルーレ

147 4 榎本　芽玖 えのもと　がく ENOMOTO　GAKU 和歌山北高校 男性 フルーレ

174 56 石島　匡 いしじま　ただし ISHIJIMA　TADASHI 法政大学 男性 フルーレ

157 18 久保田　茉沙樹くぼた　まさき KUBOTA　MASAKI 朝日大学 男性 フルーレ

170 42 山口　理伎 やまぐち　りき YAMAGUCHI　RIKI 早稲田大学フェンシング部 男性 フルーレ

175 62 東　遼太 ひがし　りょうた HIGASHI　RYOTA 中央大学 男性 フルーレ

161 23 池畑　亮太朗 いけはた　りょうたろう IKEHATA　RYOTARO 明治大学 男性 フルーレ

146 1 藤倉　類 ふじくら　るい FUJIKURA　RUI 法政大学第二高等学校 男性 フルーレ

169 40 中村　泰樹 なかむら　たいき NAKAMURA　TAIKI 山口クラブ 男性 フルーレ

148 5 松村　侑馬 まつむら　ゆうま MATSUMURA　YUMA 和歌山北高校 男性 フルーレ

149 6 井川　晃暉 いがわ　こうき IGAWA　KOKI 和歌山北高校 男性 フルーレ

150 7 井神　俊兵 いかみ　しゅんぺい IKAMI　SHUMPEI 和北ジュニアクラブ 男性 フルーレ

151 8 澤畠　武博 さわはた　たけひろ SAWAHATA　TAKEHIRO 茨城高等学校 男性 フルーレ

152 9 國米　兼弥 こくまい　けんや KOKUMAI　KENYA 愛媛県立三島高等学校 男性 フルーレ

153 11 石井　魁 いしい　かい ISHII　KAI 大分県立別府翔青高等学校 男性 フルーレ

156 14 村元　友大 むらもと　ゆうだい MURAMOTO　YUDAI 埼玉栄高等学校 男性 フルーレ

158 19 平松　海成 ひらまつ　かいせい HIRAMATSU　KAISEI 箕輪進修高校 男性 フルーレ

159 20 大野　寛務 おおの　ひろむ ONO　HIROMU 長野クラブ 男性 フルーレ

160 21 沖本　拓郎 おきもと　たくろう OKIMOTO　TAKURO 明治大学 男性 フルーレ

163 33 樋口　啓紀 ひぐち　ひろき HIGUCHI　HIROKI 大分豊府高校 男性 フルーレ

165 36 菅野　慶嗣 かんの　けいし KANNO　KEISHI OFS 男性 フルーレ

166 37 西村　達樹 にしむら　たつき NISHIMURA　TATSUKI DFA 男性 フルーレ

167 38 原野　隼輔 はらの　しゅんすけ HARANO　SHUNSUKE 京都クラブ 男性 フルーレ

168 39 山田　諭志 やまだ　さとし YAMADA　SATOSHI 山口クラブ 男性 フルーレ

171 47 久米　春貴 くめ　はるき KUME　HARUKI 愛知工業大学名電高等学校 男性 フルーレ

172 49 大馬　匡 おおば　たすく OBA　TASUKU 諫早クラブ 男性 フルーレ

173 54 小久保　航汰 こくぼ　こうた KOKUBO　KOTA 法政大学 男性 フルーレ

177 70 村上　隼悟 むらかみ　じゅんご MURAKAMI　JUNGO 千葉クラブ 男性 フルーレ

178 71 武井　倖也 たけい　こうや TAKEI　KOYA 群馬県立沼田高等学校 男性 フルーレ

180 73 尾川　世我 おがわ　せが OGAWA　SEGA 熊本県立翔陽高等学校 男性 フルーレ

女子エペ

選手番号 NO 参加者名 ふりがな 協会登録所属名 性別 競技種目



501 65 佐藤　希望 さとう　のぞみ SATO　NOZOMI 大垣共立銀行 女性 エペ

502 45 堀川　こず恵 ほりかわ　こずえ HORIKAWA　KOZUE エームサービス株式会社 女性 エペ

504 52 下大川　綾華 しもおおかわ　あやか SHIMOOKAWA　AYAKA テクマトリックス株式会社 女性 エペ

503 36 大橋　里衣 おおはし　りえ OHASHI　RIE （株）なとり 女性 エペ

505 71 渡辺　優香 わたなべ　ゆうか WATANABE　YUKA 関西学院大学 女性 エペ

506 61 山田　あゆみ やまだ　あゆみ YAMADA　AYUMI 城北信用金庫 女性 エペ

507 73 鈴木　穂波 すずき　ほなみ SUZUKI　HONAMI 日本大学 女性 エペ

508 77 森　彩恵 もり　あやえ MORI　AYAE 北海道クラブ 女性 エペ

509 56 才藤　歩夢 さいとう　あゆむ SAITO　AYUMU 早稲田大学フェンシング部 女性 エペ

510 60 森岡　美帆 もりおか　みほ MORIOKA　MIHO 城北信用金庫 女性 エペ

511 24 古俣　潮里 こまた　しおり KOMATA　SHIORI 明治大学 女性 エペ

512 26 大石　栞菜 おおいし　かんな OISHI　KANNA 山九株式会社 女性 エペ

562 39 吉村　美穂 よしむら　みほ YOSHIMURA　MIHO 立命館守山高校 女性 エペ

513 67 富永　恵美 とみなが　えみ TOMINAGA　EMI 法政大学 女性 エペ

514 19 雜賀　由起 さいか　ゆき SAIKA　YUKI 朝日大学 女性 エペ

515 74 黒木　夢 くろき　ゆめ KUROKI　YUME 日本大学 女性 エペ

516 25 上田　果歩 うえだ　かほ UEDA　KAHO 明治大学 女性 エペ

517 31 古田　彩稀 ふるた　さき FURUTA　SAKI 立命館大学 女性 エペ

518 55 山村　彩和子 やまむら　さわこ YAMAMURA　SAWAKO 早稲田大学フェンシング部 女性 エペ

519 43 曽根　一葉 そね　かずは SONE　KAZUHA 専修大学 女性 エペ

520 63 朝長　なつ美 ともなが　なつみ TOMONAGA　NATSUMI 警視庁 女性 エペ

521 76 高木　真由子 たかぎ　まゆこ TAKAGI　MAYUKO 日本大学 女性 エペ

522 41 尾矢　二千花 おや　にちか OYA　NICHIKA 中京大学附属中京高校 女性 エペ

523 7 前田　友菜 まえだ　ゆうな MAEDA　YUNA 富山西高校 女性 エペ

524 72 三角　理恵 みすみ　りえ MISUMI　RIE 関西学院大学 女性 エペ

525 23 奥村　美咲 おくむら　みさき OKUMURA　MISAKI 明治大学 女性 エペ

526 75 白石　絵里 しらいし　えり SHIRAISHI　ERI 日本大学 女性 エペ

527 69 大迫　夏奈 おおさこ　かな OSAKO　KANA 日本体育大学 女性 エペ

554 28 近藤　真帆 こんどう　まほ KONDO　MAHO 神戸クラブ 女性 エペ

528 18 中野　紗希 なかの　さき NAKANO　SAKI 朝日大学 女性 エペ

529 13 久末　汐里 ひさすえ　しおり HISASUE　SHIORI 渋谷教育学園幕張高校 女性 エペ

530 54 伊藤　由佳 いとう　ゆか ITO　YUKA 早稲田大学フェンシング部 女性 エペ

531 66 池田　五月 いけだ　さつき IKEDA　SATSUKI 法政大学 女性 エペ

540 6 横手　佐起子 よこて　さきこ YOKOTE　SAKIKO 福岡フェンサーズ 女性 エペ

532 57 佐藤　涼華 さとう　すずか SATO　SUZUKA 秋田北鷹高校 女性 エペ

563 40 田中　成美 たなか　なるみ TANAKA　NARUMI 岡山クラブ 女性 エペ

533 44 能勢　葉月 のせ　はづき NOSE　HAZUKI 専修大学 女性 エペ

534 3 中浦　柚樹 なかうら　ゆずき NAKAURA　YUZUKI 帝塚山学院高等学校 女性 エペ

535 38 高塚　悠希子 たかつか　ゆきこ TAKATSUKA　YUKIKO 東京フェンシングスクール 女性 エペ

560 35 上山　芽依子 かみやま　めいこ KAMIYAMA　MEIKO 東京女子体育大学 女性 エペ

576 68 村上　久美 むらかみ　くみ MURAKAMI　KUMI 法政大学 女性 エペ

556 30 馬場　晴菜 ばば　はるな BABA　HARUNA 岐阜県立大垣南高等学校 女性 エペ

564 42 玉川　由貴 たまがわ　ゆき TAMAGAWA　YUKI 専修大学 女性 エペ

553 27 岡部　夏奈 おかべ　かな OKABE　KANA 日本女子体育大学 女性 エペ

569 50 原田　紗希 はらだ　さき HARADA　SAKI ワセダクラブ 女性 エペ

577 70 池田　祐里佳 いけだ　ゆりか IKEDA　YURIKA 日本体育大学 女性 エペ

542 9 島津　玲奈 しまづ　れな SHIMAZU　RENA 自衛隊体育学校 女性 エペ

574 62 和田　花子 わだ　はなこ WADA　HANAKO 三田フェンシングクラブ 女性 エペ

541 8 伊谷　温子 いたに　あつこ ITANI　ATSUKO 自衛隊体育学校 女性 エペ

536 1 色摩　美朝 しかま　みのり SHIKAMA　MINORI 山形県立米沢東高等学校 女性 エペ

543 10 駒場　みなみ こまば　みなみ KOMABA　MINAMI 富山西高校 女性 エペ

559 34 上田　詩乃 うえだ　しの UEDA　SHINO 東京女子体育大学 女性 エペ

550 20 小田　しほり おだ　しほり ODA　SHIHORI 朝日大学 女性 エペ

537 2 大北　美来 おおきた　みらい OKITA　MIRAI 大成高等学校 女性 エペ

538 4 登坂　梨乃 とさか　りの TOSAKA　RINO 高崎商科大学附属高等学校 女性 エペ

539 5 種田　多恵 たねだ　たえ TANEDA　TAE 愛媛県立三島高等学校 女性 エペ

544 11 河瀬　珠恵 かわせ　たまえ KAWASE　TAMAE 鶯谷高校 女性 エペ

545 12 長久　菜都美 ながひさ　なつみ NAGAHISA　NATSUMI 広島県立神辺旭高等学校 女性 エペ

546 14 寺山　珠樹 てらやま　たまき TERAYAMA　TAMAKI 大山崎中学校 女性 エペ

547 15 植田　千穂 うえた　ちほ UETA　CHIHO 香川県立三本松高校 女性 エペ

548 16 中村　遥香 なかむら　はるか NAKAMURA　HARUKA 香川県立三本松高校 女性 エペ

549 17 近藤　未羽 こんどう　みう KONDO　MIU 鳥取県立米子南高等学校フェンシング部 女性 エペ

551 21 成田　琉夏 なりた　るか NARITA　RUKA 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 エペ

552 22 塩澤　歩花 しおざわ　ほたる SHIOZAWA　HOTARU 箕輪進修高校 女性 エペ

555 29 大崎　尚美 おおさき　なおみ OSAKI　NAOMI 神戸クラブ 女性 エペ

557 32 中西　彩華 なかにし　さやか NAKANISHI　SAYAKA 立命館大学 女性 エペ

558 33 高橋　美由紀 たかはし　みゆき TAKAHASHI　MIYUKI 東京女子体育大学 女性 エペ

561 37 竹内　実祥 たけうち　みさき TAKEUCHI　MISAKI 佐賀県立佐賀商業高校 女性 エペ

565 46 赤平　瑚菜美 あかひら　こなみ AKAHIRA　KONAMI 青森県フェンシング協会 女性 エペ

566 47 海道　咲希 かいどう　さき KAIDO　SAKI 富山県立富山西高等学校 女性 エペ

567 48 畑山　登萌 はたやま　ともえ HATAYAMA　TOMOE 秋田北鷹高等学校 女性 エペ

568 49 菅野　千尋 かんの　ちひろ KANNO　CHIHIRO 福島県立川俣高等学校 女性 エペ

570 51 小山田　めぐみおやまだ　めぐみ OYAMADA　MEGUMI 佐賀クラブ 女性 エペ

571 53 喜多　涼帆 きた 　すずほ KITA 　SUZUHO 和東グラフ 女性 エペ

572 58 齋藤　美晴 さいとう　みはる SAITO　MIHARU 福井クラブ 女性 エペ

573 59 松田　育子 まつだ　いくこ MATSUDA　IKUKO サンベルクス 女性 エペ

575 64 香月　優希 かつき　ゆうき KATSUKI　YUKI 福岡県立福岡魁誠高等学校 女性 エペ

578 78 土田　二葉 つちだ　ふたば TSUCHIDA　FUTABA 同志社大学 女性 エペ

女子サーブル

選手番号 NO 参加者名 ふりがな Hebon 協会登録所属名 性別 競技種目

601 35 青木　千佳 あおき　ちか AOKI　CHIKA NEXUS 女性 サーブル

602 37 田村　紀佳 たむら　のりか TAMURA　NORIKA NEXUS 女性 サーブル

604 66 山本　セイラ やまもと　せいら YAMAMOTO　SEIRA 大垣共立銀行 女性 サーブル

603 65 浦野　夏菜 うらの　かな URANO　KANA 菊川南陵高等学校 女性 サーブル

605 22 江村　美咲 えむら　みさき EMURA　MISAKI JOCエリートアカデミー 女性 サーブル



606 52 佐々木　陽菜 ささき　はるな SASAKI　HARUNA 早稲田大学フェンシング部 女性 サーブル

607 25 脇田　樹魅 わきた　じゅみ WAKITA　JUMI JOCエリートアカデミー 女性 サーブル

608 77 小栗　千紗絵 おぐり　ちさえ OGURI　CHISAE 日本大学 女性 サーブル

609 69 福島　史帆実 ふくしま　しほみ FUKUSHIMA　SHIHOMI 法政大学 女性 サーブル

610 55 福本　かな ふくもと　かな FUKUMOTO　KANA 愛媛クラブ 女性 サーブル

611 53 木村　毬乃 きむら　まりの KIMURA　MARINO 株式会社スポーツプラス 女性 サーブル

612 54 三好　茉莉子 みよし　まりこ MIYOSHI　MARIKO 愛媛クラブ 女性 サーブル

613 21 弘瀬　智子 ひろせ　ともこ HIROSE　TOMOKO ワセダクラブ 女性 サーブル

614 60 菊地　美香 きくち　みか KIKUCHI　MIKA 警視庁 女性 サーブル

615 78 檜谷　幸 ひのきだに　さき HINOKIDANI　SAKI 日本大学 女性 サーブル

616 40 関　綾香 せき　あやか SEKI　AYAKA 専修大学 女性 サーブル

617 23 向江　彩伽 むかえ　あやか MUKAE　AYAKA JOCエリートアカデミー 女性 サーブル

618 76 川島　瑞月 かわしま　みづき KAWASHIMA　MIZUKI 関西学院大学 女性 サーブル

619 8 櫛橋　茉由 くしはし　まゆ KUSHIHASHI　MAYU 大阪シティ信用金庫 女性 サーブル

620 30 北橋　美波 きたはし　みなみ KITAHASHI　MINAMI 和歌山クラブ 女性 サーブル

621 15 佐々木　光 ささき　ひかり SASAKI　HIKARI 朝日大学 女性 サーブル

622 61 井上　真美 いのうえ　まみ INOUE　MAMI 警視庁 女性 サーブル

623 59 中代　志穂 なかだい　しほ NAKADAI　SHIHO 中京大学フェンシング部 女性 サーブル

624 57 朝居　由起 あさい　ゆき ASAI　YUKI 中京大学フェンシング部 女性 サーブル

625 62 飯塚　早紀 いいづか　さき IIZUKA　SAKI 警視庁 女性 サーブル

626 36 竹田　悠里 たけだ　ゆうり TAKEDA　YURI NEXUS 女性 サーブル

657 17 向井　晴香 むかい　はるか MUKAI　HARUKA 朝日大学 女性 サーブル

627 27 稲野邉　南 いなのべ　みなみ INANOBE　MINAMI 大原学園高等学校 女性 サーブル

628 68 栗本　ひかる くりもと　ひかる KURIMOTO　HIKARU 法政大学 女性 サーブル

629 49 岡本　啓子 おかもと　けいこ OKAMOTO　KEIKO 山口クラブ 女性 サーブル

630 75 狩野　菜々子 かのう　ななこ KANO　NANAKO 日本体育大学 女性 サーブル

631 50 藤山　尚恵 ふじやま　ひさえ FUJIYAMA　HISAE 山口クラブ 女性 サーブル

632 56 味岡　裕奈 あじおか　ゆうな AJIOKA　YUNA 中京大学フェンシング部 女性 サーブル

633 47 小林　かなえ こばやし　かなえ KOBAYASHI　KANAE 新潟商業高校 女性 サーブル

634 4 大木　彩 おおき　あや OKI　AYA 高崎商科大学附属高等学校 女性 サーブル

635 73 小藤　敦海 こふじ　あつみ KOFUJI　ATSUMI 日本体育大学 女性 サーブル

636 71 谷　麻也夏 たに　まやか TANI　MAYAKA 慶應義塾大学 女性 サーブル

637 48 熊久保　友乙 くまくぼ　ゆき KUMAKUBO　YUKI 学習院大学フェンシング部木曜会 女性 サーブル

638 14 鈴木　未菜実 すずき　みなみ SUZUKI　MINAMI 仙台城南高等学校 女性 サーブル

639 74 山崎　未南子 やまさき　みなこ YAMASAKI　MINAKO 日本体育大学 女性 サーブル

640 42 木村　結 きむら　ゆい KIMURA　YUI 柳井学園高等学校 女性 サーブル

660 28 松崎　麻美 まつさき　あさみ MATSUSAKI　ASAMI 日本女子体育大学 女性 サーブル

641 19 菅野　真木 かんの　まき KANNO　MAKI 宮城学院高等学校 女性 サーブル

642 39 淺海　裕子 あさみ　ゆうこ ASAMI　YUKO 専修大学 女性 サーブル

643 26 月野　敬子 つきの　きょうこ TSUKINO　KYOKO JOCエリートアカデミー 女性 サーブル

644 12 吉田　真花 よしだ　まなか YOSHIDA　MANAKA 香川県立三本松高校 女性 サーブル

645 18 福島　亜澄 ふくしま　あずみ FUKUSHIMA　AZUMI 箕輪進修高校 女性 サーブル

675 64 濱田　真帆 はまだ　まほ HAMADA　MAHO 菊川南陵高等学校 女性 サーブル

666 38 滝澤　麻未 たきざわ　まみ TAKIZAWA　MAMI 専修大学 女性 サーブル

659 24 高嶋　理紗 たかしま　りさ TAKASHIMA　RISA JOCエリートアカデミー 女性 サーブル

673 58 藤山　はな ふじやま　はな FUJIYAMA　HANA 中京大学フェンシング部 女性 サーブル

651 7 増井　裕子 ますい　ゆうこ MASUI　YUKO 大阪シティ信用金庫 女性 サーブル

667 41 飯田　ひかり いいだ　ひかり IIDA　HIKARI 専修大学 女性 サーブル

656 16 谷口　佳那恵 たにぐち　かなえ TANIGUCHI　KANAE 朝日大学 女性 サーブル

678 72 梅山　紗南 うめやま　さな UMEYAMA　SANA 慶應義塾大学 女性 サーブル

677 70 奥田　彩野 おくだ　あやの OKUDA　AYANO 法政大学 女性 サーブル

671 46 石原　加奈子 いしはら　かなこ ISHIHARA　KANAKO 島根県 女性 サーブル

646 1 矢幡　侑菜 やわた　ゆきな YAWATA　YUKINA 藤蔭高等学校 女性 サーブル

647 2 安田　早希 やすだ　さき YASUDA　SAKI 岐阜各務野高校 女性 サーブル

648 3 西原　桃子 にしはら　ももこ NISHIHARA　MOMOKO 岐阜各務野高校 女性 サーブル

649 5 峰岸　祐佳 みねぎし　ゆうか MINEGISHI　YUKA 群馬県立沼田女子高等学校 女性 サーブル

650 6 西川　有紀 にしかわ　ゆき NISHIKAWA　YUKI 関西大学 女性 サーブル

652 9 西田　弥生 にしだ　やよい NISHIDA　YAYOI 大阪シティ信用金庫 女性 サーブル

653 10 善林　史帆 ぜんばやし　しほ ZEMBAYASHI　SHIHO 宇都宮中央女子高等学校 女性 サーブル

654 11 安部　詩織 あべ　しおり ABE　SHIORI 香川県立三本松高校 女性 サーブル

655 13 宮久保　晴加 みやくぼ　はるか MIYAKUBO　HARUKA 大阪大学 女性 サーブル

658 20 高橋  　七美 たかはし  　ななみ TAKAHASHI  　NANAMI 福島県立川俣高等学校 女性 サーブル

661 29 水野　佳奈 みずの　かな MIZUNO　KANA 東京女子体育大学 女性 サーブル

662 31 服部　妃冬未 はっとり　ひとみ HATTORI　HITOMI 佐賀県立佐賀商業高校 女性 サーブル

663 32 辻　くるみ つじ　くるみ TSUJI　KURUMI 青山学院高等部 女性 サーブル

664 33 鈴木　麻恵子 すずき　まえこ SUZUKI　MAEKO 青山学院高等部 女性 サーブル

665 34 桑井　友里恵 くわい　ゆりえ KUWAI　YURIE 関西大学 女性 サーブル

668 43 阿部　菜智 あべ　なち ABE　NACHI 株式会社　ノモト 女性 サーブル

669 44 武口　容子 たけぐち　ようこ TAKEGUCHI　YOKO 大分県立津久見高等学校 女性 サーブル

670 45 田崎　里花子 たざき　りかこ TAZAKI　RIKAKO 秋田北鷹高校 女性 サーブル

672 51 家永　妃里 いえなが　ひさと IENAGA　HISATO 岐阜クラブ 女性 サーブル

674 63 林　秋香 はやし　あきか HAYASHI　AKIKA 福岡県立福岡魁誠高等学校 女性 サーブル

676 67 村松　佐恵 むらまつ　さえ MURAMATSU　SAE 伊那北高校 女性 サーブル

女子フルーレ

選手番号 NO 参加者名 ふりがな Hebon 協会登録所属名 性別 競技種目

401 34 西岡　詩穂 にしおか　しほ NISHIOKA　SHIHO NEXUS 女性 フルーレ

402 35 草野　広美 くさの　ひろみ KUSANO　HIROMI NEXUS 女性 フルーレ

403 3 九野　桃佳 くの　ももか KUNO　MOMOKA 和歌山クラブ 女性 フルーレ

404 49 吉澤　千恵 よしざわ　ちえ YOSHIZAWA　CHIE 群馬クラブ 女性 フルーレ

405 62 真田　玲菜 さなだ　れな SANADA　RENA 法政大学 女性 フルーレ

407 76 相澤　さつき あいざわ　さつき AIZAWA　SATSUKI 三重クラブ 女性 フルーレ

406 55 狩野　愛巳 かの　みなみ KANO　MINAMI 早稲田大学フェンシング部 女性 フルーレ

408 67 宮脇　花綸 みやわき　かりん MIYAWAKI　KARIN 慶應義塾大学 女性 フルーレ

409 26 安田　有希 やすだ　ゆうき YASUDA　YUKI 一関第二高等学校 女性 フルーレ

410 63 柳岡　はるか やなおか　はるか YANAOKA　HARUKA 法政大学 女性 フルーレ



411 36 和田　尚子 わだ　なおこ WADA　NAOKO NEXUS 女性 フルーレ

412 66 緒方　実奈海 おがた　みなみ OGATA　MINAMI 法政大学 女性 フルーレ

413 38 高橋　風子 たかはし　ふうこ TAKAHASHI　FUKO 専修大学 女性 フルーレ

414 18 上野　優佳 うえの　ゆうか UENO　YUKA ジュニアフェンシング大分 女性 フルーレ

415 25 西岡　真穂 にしおか　まほ NISHIOKA　MAHO 日本女子体育大学 女性 フルーレ

416 43 堀　茜音 ほり　あかね HORI　AKANE 同志社大学 女性 フルーレ

417 2 後藤　伊世 ごとう　いよ GOTO　IYO 和歌山クラブ 女性 フルーレ

418 39 川村　理紗 かわむら　りさ KAWAMURA　RISA 専修大学 女性 フルーレ

419 13 西田　弥生 にしだ　やよい NISHIDA　YAYOI 大阪シティ信用金庫 女性 フルーレ

421 52 家永　妃里 いえなが　ひさと IENAGA　HISATO 岐阜クラブ 女性 フルーレ

420 56 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな MIZOGUCHI　REINA 柏陵高校 女性 フルーレ

422 8 東　晟良 あずま　せら AZUMA　SERA 和歌山北高校 女性 フルーレ

423 60 辻　すみれ つじ　すみれ TSUJI　SUMIRE 岐阜総合学園高等学校 女性 フルーレ

424 74 伊藤　真希 いとう　まき ITO　MAKI 日本大学 女性 フルーレ

425 37 真所　美莉 まどころ　みり MADOKORO　MIRI KEW 女性 フルーレ

426 54 永瀬　夏帆 ながせ　かほ NAGASE　KAHO 早稲田大学フェンシング部 女性 フルーレ

427 61 久良知　美帆 くらち　みほ KURACHI　MIHO 法政大学 女性 フルーレ

428 50 森　美里 もり　みさと MORI　MISATO 愛媛クラブ 女性 フルーレ

429 68 馬場　絢子 ばば　あやこ BABA　AYAKO 日本体育大学 女性 フルーレ

430 80 森　千絢 もり　ちひろ MORI　CHIHIRO 帝京高等学校 女性 フルーレ

431 24 岡部　夏奈 おかべ　かな OKABE　KANA 日本女子体育大学 女性 フルーレ

432 16 森　美奈子 もり　みなこ MORI　MINAKO 熊本クラブ 女性 フルーレ

433 81 菊池　小巻 きくち　こまき KIKUCHI　KOMAKI 専修大学 女性 フルーレ

434 40 安部　夏帆 あべ　なつほ ABE　NATSUHO 専修大学 女性 フルーレ

435 7 東　莉央 あずま　りお AZUMA　RIO 和歌山北高校 女性 フルーレ

436 21 稲垣　菜採 いながき　なつみ INAGAKI　NATSUMI 京都クラブ 女性 フルーレ

437 79 梅津　春香 うめつ　はるか UMETSU　HARUKA 帝京高等学校 女性 フルーレ

438 71 川島　瑞月 かわしま　みづき KAWASHIMA　MIZUKI 関西学院大学 女性 フルーレ

439 59 濱野　万葉 はまの　まは HAMANO　MAHA 中京大学フェンシング部 女性 フルーレ

440 27 馬場　晴菜 ばば　はるな BABA　HARUNA 岐阜県立大垣南高等学校 女性 フルーレ

441 77 坂井　真子 さかい　まこ SAKAI　MAKO 東亜学園 女性 フルーレ

442 29 山﨑　有華 やまさき　ゆか YAMASAKI　YUKA 東京女子体育大学 女性 フルーレ

443 46 野本　尚子 のもと　なおこ NOMOTO　NAOKO 佐賀クラブ 女性 フルーレ

444 58 石川　結理 いしかわ　ゆり ISHIKAWA　YURI 東海大学付属静岡翔洋高等学校 女性 フルーレ

445 19 山岡　珠子 やまおか　たまこ YAMAOKA　TAMAKO 明治大学 女性 フルーレ

446 51 岡本　啓子 おかもと　けいこ OKAMOTO　KEIKO 山口クラブ 女性 フルーレ

447 30 柚ノ木　裕生 ゆのき　ゆき YUNOKI　YUKI 東京女子体育大学 女性 フルーレ

448 47 奈良井　京香 ならい　きょうか NARAI　KYOKA 島根県 女性 フルーレ

449 69 井戸　美咲 いど　みさき IDO　MISAKI 日本体育大学 女性 フルーレ

450 9 巾下　可蓮 はばした　かれん HABASHITA　KAREN 和歌山北高校 女性 フルーレ

451 42 山根　令 やまね　れい YAMANE　REI 同志社大学 女性 フルーレ

464 22 山中　志緒里 やまなか　しおり YAMANAKA　SHIORI 山口県立岩国工業高等学校 女性 フルーレ

452 23 山崎　奈津美 やまざき　なつみ YAMAZAKI　NATSUMI フェンシングステージ 女性 フルーレ

480 75 岡部　麻衣 おかべ　まい OKABE　MAI 日本大学 女性 フルーレ

473 53 尾上　千尋 おのえ　ちひろ ONOE　CHIHIRO 早稲田大学フェンシング部 女性 フルーレ

465 28 中西　彩華 なかにし　さやか NAKANISHI　SAYAKA 立命館大学 女性 フルーレ

477 70 伊東　彩子 いとう　あやこ ITO　AYAKO 日本体育大学 女性 フルーレ

478 72 宮枝　桃子 みやえだ　ももこ MIYAEDA　MOMOKO 日本大学 女性 フルーレ

453 1 高田　真帆 たかだ　まほ TAKADA　MAHO 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 フルーレ

460 14 坂場　有華 さかじょう　ありか SAKAJO　ARIKA 横浜商科大学高校 女性 フルーレ

481 78 吉崎　沙織 よしざき　さおり YOSHIZAKI　SAORI 熊本県立翔陽高等学校 女性 フルーレ

468 33 狩野　央梨沙 かの　ありさ KANO　ARISA 利府西中学校 女性 フルーレ

476 65 伊藤　理那 いとう　りな ITO　RINA 法政大学 女性 フルーレ

454 4 中浦　柚樹 なかうら　ゆずき NAKAURA　YUZUKI 帝塚山学院高等学校 女性 フルーレ

455 5 遠藤　里菜 えんどう　りな ENDO　RINA 高崎商科大学附属高等学校 女性 フルーレ

456 6 長壁　伶奈 おさかべ　れいな OSAKABE　REINA 高崎商科大学附属高等学校 女性 フルーレ

457 10 巾下　栞奈 はばした　かんな HABASHITA　KANNA 和北ジュニアクラブ 女性 フルーレ

458 11 白峰　杏香 しらみね　きょうか SHIRAMINE　KYOKA 愛媛県立三島高等学校 女性 フルーレ

459 12 村上　万里亜 むらかみ　まりあ MURAKAMI　MARIA 愛媛県立三島高等学校 女性 フルーレ

461 15 村田　彩 むらた　さや MURATA　SAYA 埼玉栄高等学校 女性 フルーレ

462 17 佐藤　玲子 さとう　れいこ SATO　REIKO 池袋コミュニティ・カレッジ 女性 フルーレ

463 20 土佐　千乃 とさ　ゆきの TOSA　YUKINO 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 フルーレ

466 31 宮下　水稀 みやした 　みずき MIYASHITA 　MIZUKI 南箕輪わくわくクラブ 女性 フルーレ

467 32 濱田　みず紀 はまだ　みずき HAMADA　MIZUKI 青山学院高等部 女性 フルーレ

469 41 木下　梨那 きのした　りな KINOSHITA　RINA 新潟クラブ 女性 フルーレ

470 44 大嶋　沙季 おおしま　さき OSHIMA　SAKI 同志社大学 女性 フルーレ

471 45 田口　莉帆 たぐち　りほ TAGUCHI　RIHO 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 フルーレ

472 48 小川　千尋 おがわ　ちひろ OGAWA　CHIHIRO 一関学院高等学校 女性 フルーレ

474 57 高原　真央 たかはら　まお TAKAHARA　MAO 武生高校 女性 フルーレ

475 64 緒方　渚 おがた　なぎさ OGATA　NAGISA 法政大学 女性 フルーレ

479 73 大柴　杏香 おおしば　きょうか OSHIBA　KYOKA 日本大学 女性 フルーレ


