
全国中学生大会東京都出場枠（男子の部）
Place Name Club(s)

ロレンツォーニ, ダビデ 東京アメリカンクラブ  東日本大会2位
三浦, 知哉 東京フェンシングスクール  東日本大会4位
鈴木, 統吾 ワセダクラブ  関東大会4位
磯部, 晴貴 杉並ジュニアＦＴ  関東大会6位

1 山本, 直輝 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

2 萩原, 嵩造 みなとフェンシングクラブ 

3 姫野, 惇 八王子フェンシング 

4 原田, 眞太郎 小金井フェンシングクラブ 

5 林, 祥太郎 ワセダクラブ 

6 伊藤, 海雲 慶応中等部 

7 森, 祐偉 ワセダクラブ 

8 岸本, 錬志 トゥッティ フェンシングクラブ 

9 高橋, 康希 Ｓ・Ｅ・Ａスポーツクラブ 

10 小城, 颯人 三田フェンシングクラブ普通部 

11 山崎, 貴史 杉並ジュニアＦＴ 

12 弓長, 春明 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

13 門矢, 佳大 東京フェンシングスクール 

14 荒井, 欧祐 コミニティカレッジ 

15 内田, 諭志 杉並ジュニアＦＴ 

16 大熊, 航生 ワセダクラブ 

17 最上, 堅仁 フェンシングステージ 

18 佐藤, 颯太 杉並ジュニアＦＴ 

19 山田, 光凛 トゥッティ フェンシングクラブ 

20 内田, 偉丸 三田フェンシングクラブ普通部 

21 茶野, 友秋 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

22 吉冨, 一郎 早稲田中学校 

23 中島, 幹 慶応中等部 

24 大井, 龍基 三田フェンシングクラブ普通部 

25 志方, 俊樹 早稲田中学校 

26 小佐野, 心 北区FC 

27 大石, 伸 早稲田中学校 

28 松本, 心 ワセダクラブ 

29 菅原, 隆鳳 三田フェンシングクラブ普通部 

30 石上, 皓英 慶応中等部 

31 木村, 亮太 開成中学校 

32 岡本, 佑介 板橋フェンシングクラブ  32名出場枠

33 迫井, 貫太 慶応中等部  開催県推薦枠

34 高澤, 森太郎 早稲田中学校  開催県推薦枠

35 菊地, 佑太 早稲田中学校 

36 榎本, 大青 ＪＶ体育教室 

37 加藤, 颯人 慶応中等部 

38 水本, 拓実 北区FC 

39 谷合, 良太 ＪＶ体育教室 

40 奥山, 昇 慶応中等部 

41 光田, 陽翔 はしまモア 

42 上田, 龍信 トゥッティ フェンシングクラブ 

43 清水, 野真 ＪＶ体育教室 

44 野村, 友哉 開成中学校 

45 松崎, 隆生 早稲田中学校 

46 戸田, 成 早稲田中学校 

47 エメド, 火庵 杉並ジュニアＦＴ 

48 小浜, 笙平 三田フェンシングクラブ普通部 

49 尾形, 心潤 中大クレセント 

50 相場, 俊輔 早稲田中学校 

51 松田, 彪雅 トゥッティ フェンシングクラブ 

52 島田, 泰知 開成中学校 

53 石橋, 翔衣 東京フェンシングスクール 

54 二村, 大雅 慶応中等部 

55 室伏, 広長 北区FC 

56 寺澤, 翼 東京ガーデンフェンシングクラブ 

57 小野, 健登 東京フェンシングスクール 

全国中学生大会東京都出場枠（女子の部）
Place Name Club(s)

貫井, 由羅 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

重藤, 美紀 RITZ FENCING ACADEMY 

盧, 承延 日本フェンシング研究会 

沼田, 美咲 青山クラブ 

河野, 真央 慶応中等部 

東京都登録選手

1 早川, 葵彩 ワセダクラブ 

2 小見, 夏穂 東京ガーデンフェンシングクラブ 

3 水野, 琉千明 東京フェンシングスクール 

4 久保田, 未来乃 杉並ジュニアＦＴ 

5 栗原, 美咲 慶応中等部 

6 村山, 奈菜子 日本フェンシング研究会 

7 茂木, 李穂 八王子フェンシング 

8 東埜, 万桜 慶応中等部 

9 上村, 香佑子 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

10 中村, 彩里 慶応中等部 

11 小須田, 翠子 杉並ジュニアＦＴ 

12 渡辺, 瑚子 慶応中等部 

13 田代, 結都 北区FC  出場枠
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