
全国小学生大会東京都出場枠（男子フルーレ） 全国小学生大会東京都出場枠（女子フルーレ）
２０名 １１名

順位 氏名 所属先 順位 氏名 所属先

1 土田 悠人 (小男F) RITZ 1 田代 ゆう (小女F) NEXUS FC 

2 島村 大翔 (小男F) 八王子FC 2 軽部 幸乃 (小女F) NEXUS FC 

3 大月 アレス (小男F) RITZ 3 鈴木 萌々子 (小女F) ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA） 

4 浅間 皇輝 (小男F) トゥッティ 4 澤 優利奈 (小女F) NEXUS FC 

5 井下田 ノア一輝 (小男F) ALAIN・E 5 石田 聖奈 (小女F) Ｆステージ 

6 髙橋 由宇 (小男F) RITZ 6 中村 新依 (小女F) TFS 

7 安西 笙真 (小男F) 杉並ジュニアFT 7 石郷岡 礼紗 (小女F) 杉並ジュニアFT 

8 井上 孝午 (小男F) みなとクラブ 8 川名 れいら (小女F) みなとクラブ 

9 有薗 皓志 (小男F) RITZ 9 森村 玲音那 (小女F) 日F研 

10 桐山 怜士 (小男F) 杉並ジュニアFT 10 増子 一愛 (小女F) RITZ 

11 石原 慎一郎 (小男F) みなとクラブ 11 星 友絵 (小女F) 日F研 出場枠１１名

12 山形 啓輔 (小男F) 青山クラブ 12 友利 葉奈 (小女F) RITZ 

13 伊藤 湊祐 (小男F) RITZ 13 申 愛梨 (小女F) 台東JFC 

14 赤澤 和論 (小男F) みなとクラブ 14 藤原 咲 (小女F) JV体育教室 

15 町田 桔平 (小男F) NEXUS FC 15 曽我 春月 (小女F) NEXUS FC 

16 バロウズ 禄 (小男F) 青山クラブ 16 張 曦恩 (小女F) JV体育教室 

17 日比 俊太朗 (小男F) 青山クラブ 17 LOCHU Clara海穂 (小女F) 台東JFC 

18 菅家 知大 (小男F) 青山クラブ 18 鈴木 英菜 (小女F) トゥッティ 

19 東野 颯馬 (小男F) 杉並ジュニアFT 19 吉村 吏彩 (小女F) みなとクラブ 

20 廣瀬 健太郎 (小男F) みなとクラブ 出場枠20名 20 小池 紗楽 (小女F) RITZ 

21 青山 孟生 (小男F) RITZ 21 李 沚效 (小女F) みなとクラブ 

22 井上 晴午 (小男F) みなとクラブ 22 冨澤 悠記 (小女F) ワセダクラブ 

23 石原 漣 (小男F) 小金井フェンシング 23 宮方 遥花 (小女F) トゥッティ 

24 谷 侑剛 (小男F) RITZ 

25 上原 曹正 (小男F) みなとクラブ 

26 神原 由樹 (小男F) 日F研 

27 中島 ルーカス慈瑛 (小男F) RITZ 

28 柳瀬 太郎 (小男F) RITZ 

29 ヴァンデルサンデ リース (小男F)みなとクラブ 

30 岩田 裕寛 (小男F) 日F研 

31 藤井 偉央 (小男F) TFS 

32 菊地 恵雅 (小男F) 青山クラブ 

33 田中 遥真 (小男F) みなとクラブ 

34 白石 彰 (小男F) NEXUS FC 

35 崔 侑新 (小男F) GARDEN 

36 石綿 快成 (小男F) GARDEN 

37 川村 連十郎 (小男F) NEXUS FC 

38 赤石 一斗 (小男F) RITZ 


