
ジュニアエペ名簿【最終】

所属支部 所属チーム名 氏名 学年 男子No. 女子No. 帯同者

岩手県 岩手県立一関第二高校 岩渕　華那 高校2年 501 峯井　直子

宮城県 宮城県気仙沼高等学校 臼井　康晴 高校2年 301 臼井　壯太朗

木村　真由美 高校3年 502 千葉　春菜

若山　小鈴 高校3年 503 千葉　春菜

伊藤　愛夏 高校3年 504 萩原　宏樹

板山　歩夢 高校3年 302 板山　貴史

野口　日菜乃 高校2年 505

萩原　利佳 高校2年 506

植木　あゆみ 高校2年 507 砂山　雄一郎

松本　　朔 高校2年 303 御供　聖

小島　晄太 高校2年 304

春原　日向乃 高校2年 508 吉澤　千恵

加藤　愛理 高校2年 509 吉澤　千恵

小野　瑞葵 高校3年 510 西村　典子

浜村　一輝 高校3年 305

葛西　浩大 高校2年 306

小金井　桃子 高校2年 511 森角　正

和田　咲奈 高校2年 512

須田　真衣 高校3年 513 才藤　浩

佐藤　結弥 高校3年 307 才藤　浩

立教新座中学校・高等学校 前山　颯汰 高校2年 308

伊東　彩花 高校2年 514

榎本　亜結 高校2年 515

畠山　裕大 高校2年 309

千葉県立柏陵高等学校 中澤　正成 高校2年 310 中澤　みずほ

和田　大河 大学2年 311

髙橋　未楽 大学1年 312 髙橋　淳一

坂藤　秀昌 大学1年 313

佐藤　宏樹 大学1年 314

伊勢　碧 大学1年 315

堀　もあ那 高校2年 516 佐藤　衛

坂本　乃々佳 高校2年 517

ロス　杏れいな 高校2年 518

森嶋　夕稀 高校2年 519

梶川　優 高校2年 520

渥美　孝文 高校2年 316 榎本　薫人

北村　太一 高校2年 317

岡田　アレン 高校2年 318

陸川　麻琴 大学2年 521

鹿志村　拓 大学1年 319

安田　和真 大学1年 320

東京学芸大学附属国際中等教育学校 中村　真琴 高校3年 522 安　雅人

東京女子体育大学フェンシング部 箕浦　葉月 大学1年 523 駿河　久子

東京都

慶應義塾體育會フェンシング部

青山学院高等部

中央大学

埼玉県

埼玉栄高等学校

埼玉県立与野高校

星槎国際高等学校川口

千葉県
千葉県立東葛飾高等学校

茨城県 水戸女子高等学校

栃木県 栃木県立栃木商業高等学校

群馬県

高崎商科大学附属高校

沼田女子高校



ジュニアエペ名簿【最終】

所属支部 所属チーム名 氏名 学年 男子No. 女子No. 帯同者

鶴岡　夏子 大学2年 524

濵上　宥佳 大学1年 525

岡田　渓 大学1年 526

小笠原　葵 大学1年 527

唐澤　颯斗 大学1年 321

宮田　拓海 大学1年 322

法政大学体育会フェンシング部 杉岡　瑞基 大学1年 323 杉岡　桂子

村田　一公 大学1年 324 長尾　康司

國谷　優奈 大学1年 528 長尾　康司

大浦　成之 大学1年 325 長尾　康司

小城　颯人 高校3年 326

伊藤　海雲 高校3年 327

石上　皓英 高校3年 328

平西　桜子 大学1年 529

吉田　ひなた 大学1年 530

峯田　大空 大学1年 329

金森　朱咲 高校3年 531

安井　琥珀 高校3年 330 安井　由佳

新開　雄斗 高校3年 331

清水　恒汰 高校2年 332

甲斐　孝広 高校3年 333 宮下　千樹

宇佐美　翔也 高校2年 334

越部　柚香 高校2年 532 越部　龍宣

渡邉　万奈佳 高校2年 533 渡邉　孝弘

東京学館新潟高校 高野　留聖 高校3年 335

富山県立富山中部高等学校 西村　陽希 高校2年 336 丸山　秀一朗

富山県立富山北部高等学校 高山　桐 高校3年 534 高山　勲

富山県立福岡高校 篠田　真吾 高校3年 337 篠田　光生

石川県 金沢西高校 藤田　乃彩 高校2年 535

福井県 北陸高等学校 髙橋　徹秋 高校3年 338 髙橋　範博

伊那西高校 原　那緒 高校2年 536 原　敏一

伊那北高校 中村　晴 高校2年 339

松本第一高等学校 小河　勇翔 高校2年 340 小河　寿美

箕輪進修高校 中村　駿太 高校3年 341

青木　里央 高校2年 537 小栗　千紗絵

山田　朝葉 高校2年 538 久世　竜希

梅田　紗采 高校3年 539

馬淵　有芽 高校2年 540

岐阜県立大垣南高等学校 小島　宗佑 高校2年 342

種田　鈴夏 高校2年 541 吉田　将士

前田　妃菜多 高校2年 542

松山　琴愛 高校2年 543

山田　雄輝 高校3年 343 山田　結子

堀尾　彩葉 高校2年 544 山田　結子

新潟県
新潟県立新潟高等学校

富山県

長野県

岐阜県

岐阜各務野高校

岐阜県立羽島北高等学校

岐阜県立大垣養老高校

岐阜県立揖斐高等学校

神奈川県

慶應義塾高等学校

専修大学

法政大学第二高等学校

山梨県 甲斐清和高等学校

東京都

日本大学

明治大学体育会フェンシング部
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新谷　里彩 大学1年 545 新井　裕子

深見　遼星 大学1年 344

佐藤　望有 大学1年 345

光田　陽翔 大学1年 346

松岡　雄大 大学1年 347

静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校 大村　元希 高校2年 348 大村　善己

平瀬　健真 高校2年 350

中京大学フェンシング部 光本　妃那 大学1年 546

メンドーザ　英輝 高校3年 351

今村　さくら 高校2年 547 日向　和義

有竹　来望 高校2年 548

森寺　琉規 高校2年 352

横瀬　蓮 高校2年 353

三重県立津東高等学校 今井　昭彦 高校3年 354 大野　幸太

楠　彩名 高校3年 549 楠　恵明

西村　駿佑 高校3年 355

田井中　優成 高校2年 356 西村　拓也

植松　蓮音 高校2年 357

同志社女子中学校・高等学校 赤松　美咲 高校2年 550 吉田　和高

松本　璃音 大学1年 551 松川　琴音

税所　良介 大学1年 358

角岡　篤志 大学1年 359

一藤木　由香 大学1年 552 吉田　将士

川西　純功 大学1年 360

山口　倫生 大学1年 361

岩田　涼平 高校2年 362 加藤　美也子

伊藤　秀太 高校2年 363

永田　翔 大学1年 364

平岡　弘之介 大学1年 365

松田　健太郎 大学1年 366

原田　滉平 大学1年 367

太田　陽詩 高校2年 553 太田　聡

岸本　鈴 高校2年 554

津田　悠作 高校2年 368

木村　匠吾 高校2年 369

近畿大学 岡田　幸一郎 大学1年 370

大阪よみうりクラブ 伊東　新一郎 大学1年 371

菅　凌輔 大学1年 372

水野　真夏斗 大学1年 373

甲南大学体育会フェンシング部 伊勢田　脩登 大学1年 374

三田学園高等学校 西岡　瞳 高校2年 555 西岡　正博

兵庫県立夢野台高等学校 大坂　真脩 高校2年 375 大坂　順子

島根県 島根県立安来高等学校 遠藤　駿斗 高校3年 376 遠藤　みか

龍谷大学付属平安高等学校・中学校

大阪府

兵庫県

関西学院大学

愛知県
愛知工業大学名電高等学校

三重県
エスコラピオス学園海星高等学校

京都府

京都府立乙訓高等学校

同志社大学

立命館大学

立命館中学校・高等学校

龍谷大学

岐阜県

朝日大学
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中本　尚志 高校3年 377 本間　邦彦

田中　陸大 高校3年 378 津江　碧

田中　光己 高校2年 379

原　宏輝 高校2年 380

泉　怜邑 高校2年 381

下村　祐翔 高校2年 382

松田　尚大 高校3年 383

三好　知里 高校2年 556

圓尾　晃生 高校2年 384

吉田　壮志 高校2年 385

大分県 大分県立別府翔青高等学校 足立　悠 高校2年 557 足立　美樹

徳地　彩花 高校3年 558

岩瀬　風香 高校2年 559

黒木　優 高校3年 386

四元　巴菜 高校2年 560

篠原　功 高校2年 387

プラス カデ大会上位男女各８名以内

合計 146名 86名 60名

香川県 香川県立高松北高等学校

宮崎県 宮崎県立宮崎南高等学校

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校

山口県 山口県立岩国工業高等学校


