
もみじカップ名簿【最終】

都道府県 所属 氏名 学年 ミニム男子No. ミニム女子No. ベンジャミン男子No. ベンジャミン女子No. ＡＤカード種類

土澤　悠月 小学6年 701 社体 土澤　理絵

前田　夏芽 小学4年 901 　町体 前田　佳基 前田　久子

土澤　友翔 小学3年 801 　町体 土澤　卓也

岡本　悠幹 小学6年 601 社体 岡本　和代

石崎　結衣 小学5年 702 社体 石崎　絵美 石崎　蒼太

飯田　鎧宝 小学5年 602 社体 飯田　アスカ

鈴木　琉叶 小学5年 603 社体 鈴木　美由樹

おおたスポーツ学校 木村　娃玖愛 中学1年 703 社体 小林　勇気 新井　はるか

佐伯　真 中学1年 604 社体 佐伯　悠

志賀　結月 小学6年 704 社体 志賀　世怜 志賀　いくえ

青木　大河 小学6年 605 社体 青木　祐一

小林　ひな 小学5年 902 　町体 小林　理央 小林　千絵

金井　駿平 小学5年 606 社体 金井　順子

宮田　壮祐 小学5年 607 社体 宮田　香織

小嶌　莉央 小学4年 903 　町体 小嶌　祐介 小嶌　ゆきこ

鎌田　紗和 小学4年 904

石﨑　実音 小学4年 905 　町体 石﨑　裕貴

滝沢　快斗 小学3年 802 　町体 滝沢　美詠子 滝沢　彪太

佐伯　華 小学3年 906 　町体 佐伯　綾

新井　菜月 小学3年 907 　町体 新井　由香利

鎌田　紗幸 小学1年 908 　町体 鎌田　彩子

石﨑　柚貴 小学1年 909 　町体 石﨑　由実

SEISA フィンク　久玲安 小学6年 705 社体 フィンク　珠緒 フィンク　ジェローム

篠島　果穂 小学6年 706 社体 篠島　美咲子

金井　郷 小学5年 608 社体 金井　晴美

友部　颯士 小学5年 609 社体 鹿志村　綾乃

isco fencing club 天野　瑛斗 小学5年 803 　町体 天野　暢子 天野　雄二

樅木　花奈 小学6年 707 社体 樅木　一登 樅木　佳美

髙野　航生 小学5年 804 　町体 高野　一志 広沢　保彦

浜田　あい 小学6年 708 社体 浜田　規芳 浜田　純子

丸山　一輝 小学5年 610 社体 丸山　尊史 根本　朝哉

渡邉　凛 小学5年 910 　町体 渡邉　ひとみ 五町　美智子

渡邉　結 小学5年 911

根本　美哉 小学5年 709 社体 根本　幹哉 根本　ディンプル マリ

渡邉　穂 小学3年 912

澤　優利奈 小学6年 710 社体 澤　文昭 梅澤　セイ

阿部　璃麗 小学4年 913 　町体 阿部　謙 阿部　央

小橋川　陽輝 小学4年 805 　町体 小橋川　恵子 船本　誠志郎

澤　芹奈 小学3年 914 　町体 澤　彩

久保　龍平 小学3年 806 　町体 久保　尚子

友利　葉奈 小学6年 711

大月　アレス 小学5年 611 社体 大月　美枝 TANNER　BRYCE

青山　孟生 小学5年 612 社体 青山　枝里子

田中　希 小学4年 807 　町体 田中　有里

細田　優輝乃 小学4年 915 　町体 細田　久美子

小林　照弥 小学4年 808 　町体 小林　知恵

友利　仁哉 小学3年 809

中村　壮栄 小学3年 810 　町体 中村　亮平 中村　朋子

友利　栞奈 小学1年 916 　町体 友利　杏奈

田中　絢士 小学1年 813 　町体 田中　哲平

さくらフェンシングクラブ 大野　達矢 中学1年 613 社体 大野　愛

ダウンタウンフェンシングアカデミー 鈴木　萌々子 小学6年 712 社体 鈴木　孝弥

川名　れいら 小学6年 713 社体 上津　孝光

上原　曹正 小学5年 614 社体 上原　正弘

廣瀬　健太郎 小学5年 615 社体 廣瀬　紋子

石原　慎一郎 小学5年 616 社体 石原　貴之

牛山　伊之助 小学4年 814

井上　晴午 小学3年 815 　町体 金　玖美

川名　正景 小学1年 816 　町体 川名　麻耶 川名　正虎

菅原　常介 小学1年 817 　町体 菅原　久美子 稲治　和彦

東京都

NEXUS FENCING CLUB

RITZ FENCING ACADEMY

みなとフェンシングクラブ

群馬県
沼田フェンシングクラブ

埼玉県
埼玉エスクリム

千葉県

光ヶ丘フェンシングクラブ

大穴フェンシングクラブ

社会体育館 町民体育館

帯同者氏名

栃木県

NPO法人栃木スポーツネット

上三川フェンシングクラブ



もみじカップ名簿【最終】

都道府県 所属 氏名 学年 ミニム男子No. ミニム女子No. ベンジャミン男子No. ベンジャミン女子No. ＡＤカード種類

社会体育館 町民体育館

帯同者氏名

杉並ジュニアFT 東野　颯馬 小学5年 818 　町体 東野　陽子

中村　新依 小学5年 714 社体 中村　英之 中村　珠文

荒木　櫂偉 小学4年 819 　町体 柴田　鉄

荒木　圭偉 小学4年 820 　町体 荒木　基晴

八王子FC 島村　大翔 小学5年 617 社体 島村　大輔

山本　菖太 小学4年 821 　町体 山本　勇造 山本　かおり

秋山　千宙 小学4年 822 　町体 秋山　寛 桐山　美佐子

池田　将悠 小学3年 823 　町体 池田　裕一 桐山　充

Bui　Mai　Chi 小学4年 917 　町体 坂場　和代 Hoang　Thu Diu

城戸　晴登 小学1年 824 　町体 城戸　良晃 坂場　有華

及川　聖奈 小学4年 918 　町体 及川　利枝

中川　千里 小学3年 919 　町体 中川　千秋 中川　言一

根津　帆希 小学2年 920 　町体 根津　晶子

及川　璃奈 小学1年 921 　町体 佐竹　有紗

猪俣　海允 小学4年 825

小林　悠 小学3年 826 　町体 小林　あかね 古俣　治久

古川　明日咲 小学2年 922 　町体 古川　真吾 古川　幸

橋本　京汰 小学5年 618 社体 小林　慧

足立　瑛翔 小学2年 827 　町体 足立　亮士

婦中JFC 山崎　叶翔 小学5年 619 社体 高木　陽介 山崎　智美

丸山　颯大 小学6年 620

池上　叶人 小学6年 621 社体 才木　康寛

梅田　和弥 小学6年 622

西野　有俐 小学5年 715 社体 西野　伸幸

才木　勝太 小学3年 828 　町体 林　真人

丸山　楓悟 小学3年 829 　町体 丸山　秀一朗

石川県 石川ジュニアフェンシングクラブ 荒地　彩衣 小学6年 716 社体 津田　寛二 荒地　和

酒井　淳武 小学6年 623 社体 酒井　武徳

矢部　結愛 小学6年 717 社体 矢部　裕子 矢部　邦男

渕﨑　瑛久 小学5年 624 社体 渕﨑　国直

赤壁　航世 中学1年 625 社体 赤壁　尚子 寺下　真葵

永田　心 小学6年 718 社体 永田　由美 永田　康

横山　心結 小学5年 719 社体 横山　亜希 横山　瞬

近藤　真梨 小学4年 923 　町体 近藤　克俊 寺下　賢吾

佐藤　匠 小学3年 830 　町体 佐藤　希望 佐藤　充

遠藤　大雅 小学6年 626 社体 遠藤　ひかり 山本　勲

五味　愛翔 小学6年 627 社体 五味　めぐみ 五味　恋菜

小溝　あい 小学6年 720 社体 小溝　晃子

本橋　幸丸 小学6年 628 社体 本橋　香

熊谷　将 小学5年 629 社体 熊谷　伸

唐澤　翔 小学5年 630 社体 唐澤　純枝

関　遼太 小学5年 631 社体 関　さやか

池上　泰平 小学4年 831 　町体 池上　裕平 池上　裕次郎

河口　蓮樹 小学4年 832 　町体 河口　珠里 西藤　繁

三井　悠翔 小学4年 833 　町体 三井　亜矢 三井　広昭

池上　雛子 小学3年 924 　町体 池上　由紀 池上　幸平

小溝　ひな 小学3年 925 　町体 小溝　公一郎 三井　翔真

熊谷　花香 小学2年 926 　町体 熊谷　隆代 三井　翔亜

足立　陸夢 小学2年 834 　町体 足立　愛実 足立　順

唐澤　葵 小学1年 927 　町体 唐澤　秀規 池上　三枝子

栗原　征也 小学1年 835 　町体 栗原　拓也 足立　陽優

春田　心音 小学6年 721 社体 春田　貴美子 飯島　潤一

木村　圭佑 小学6年 632 社体 木村　麻友 木村　優

玉木　駿弥 小学5年 633 社体 玉木　貴江 藤原　美香

有賀　あいか 小学5年 722 社体 有賀　尚徳

薮原　要 小学5年 836 　町体 薮原　創

春田　芽彩 小学3年 928 　町体 春田　達秀

原　瑠那 小学3年 929 　町体 原　絵奈

長澤　叶大 小学2年 837 　町体 長澤　亜希

福井県

武生ジュニアフェンシングスポーツ少年団

武生フェンサーアカデミー

長野県

長野ジュニアフェンシングクラブ

南箕輪わくわくクラブ

富山県
富山パレスフェンシングクラブ

東京都

東京フェンシングスクール

神奈川県

Kiri.Jr フェンシングチーム

厚木Fencers Silver Chariots

山梨県 山梨ジュニアフェンシング

新潟県

新潟ジュニアフェンシングクラブ

聖籠ジュニアフェンシングクラブ



もみじカップ名簿【最終】

都道府県 所属 氏名 学年 ミニム男子No. ミニム女子No. ベンジャミン男子No. ベンジャミン女子No. ＡＤカード種類

社会体育館 町民体育館

帯同者氏名

馬淵　朝日 中学1年 634 社体 馬淵　智寛

林　那奈 小学6年 723 社体 村瀬　さゆり

宮川　莉緒奈 小学6年 724 社体 宮川　恵里香

三輪　楓華 小学6年 725 社体 三輪　英輝

矢橋　暖望 小学4年 930 　町体 矢橋　由加

正岡　和果 小学4年 931 　町体 正岡　芽衣子

國井　楓菜 小学3年 932 　町体 國井　真菜

石黒　瑠愛 小学3年 933 　町体 林川　直子

鷲見　はな 小学3年 934 　町体 鷲見　鋼介 鷲見　歩美

林川　琉真 小学2年 838 　町体 林川　晴俊

林　美弥 小学1年 935 　町体 林　愛

牧野　翼 中学1年 635 社体 牧野　正久

渡辺　陽成 小学6年 636 社体 渡辺　智美 青木　伸行

米山　颯倭 小学4年 839 　町体 米山　康史 米山　晴名

牧野　尊 小学4年 840 　町体 牧野　樹 牧野　日出香

石谷　優真 小学4年 841 　町体 石谷　恵里 伊藤　陽子

土屋　碧人 中学1年 637

加藤　もなみ 小学6年 726 社体 加藤　公一

木村　泰悠 小学6年 638 社体 木村　昌宏 恩田　晃人

町田　夏鈴 小学6年 727 社体 町田　ふみ香

木村　詩斗 小学5年 639 社体 木村　洋

前田　七輝 小学4年 842 　町体 前田　真理

土屋　莉子 小学3年 936 　町体 土屋　英里

大坪　隆太 小学3年 843 　町体 大坪　昌広 大坪　愛子

三澤　弘暉 小学3年 844 　町体 三澤　寛 三澤　慶子

濵本　一由 小学3年 845 　町体 濵本　由香里 前田　将大

遠山　竣大 中学1年 640 社体 遠山　淳子 遠山　明男

関口　遥稀 小学5年 641 社体 関口　智晴

冨田　優良 小学4年 937 　町体 冨田　香

関口　橙耶 小学3年 846 　町体 関口　慶子

加藤　絢智 小学2年 847 　町体 加藤　玄

岩田　麗生 小学6年 642 社体 岩田　正子

吉田　一雲 小学6年 643 社体 吉田　貴文

橋本　百合子タミリー 小学5年 728 社体 橋本　聡美

恵濃　煌芽 小学4年 848 　町体 恵濃　健一 恵濃　彩乃

塩見　晄大 小学3年 849 　町体 塩見　由美 高橋　弘己

岩田　麗功 小学2年 850 　町体 岩田　裕之

塩見　胡羽 小学1年 938 　町体 塩見　隆行 高橋　弘己

高鶴　博渡 小学4年 851 　町体 鈴木　満

中村　羽玖 小学4年 852 　町体 鈴木　裕子

津・三重FC 小川　美結 小学4年 939 　町体 小川　直大 小川　香菜子

enfant de soleil 北村　創 小学4年 853 　町体 北村　巧

北嶋　然 小学6年 644 社体 北嶋　宏通

数井　奏 小学6年 729 社体 数井　睦

渡辺　裕 小学6年 645 社体 渡辺　あゆみ 渡辺　吉博

瀧川　碧海 小学3年 854 　町体 瀧川　智代 瀧川　雅之

兵庫県 関西国際学園 中野　愛麗 小学5年 940 　町体 中野　智晴

合計 166 45 29 52 40 225

三重県
鳥羽フェンシングクラブ

京都府
京都きっず

大阪府 河南町フェンシングクラブ

愛知県

FAE

東郷フェンシングクラブ

岐阜県

はしまモアフェンシングクラブ

大垣クラブ

静岡県 沼津フェンシングクラブ


