
ピスト 1 2 3 4 5 6 7 8
 １０：００

 １０：３０  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ

 １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦

 １プール  ２プール  ３プール  ４プール  ５プール  ６プール  ７プール  ８プール

 １１：２０  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ

 １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦

 ９プール  １０プール  １１プール  １２プール  １３プール  １４プール  １５プール  １６プール

 １２：１０  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ

 １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦

 １プール  ２プール  ３プール  ４プール  ５プール  ６プール  ７プール  ８プール

 １３：００  女子フルーレ

 １回戦

 ９プール

 １４：００

 １６：１０  男子フルーレ  女子フルーレ

 決勝紹介  決勝紹介

(８名) (８名)

 １６：２０  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  男子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ

準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 １６：４０  男子フルーレ  男子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ

準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

 １７：００  男子フルーレ  男子フルーレ  女子フルーレ  女子フルーレ

 決勝 ３位決定戦  決勝 ３位決定戦

 １７：３０

 １７：５０

競　 技 　日 　程

 女子フルーレ

 予選ト－ナメント

交流練習会（フリーファイティング・フリー解散）

２０：００　完全終了

 ベスト６４～ベスト８（各ブロックごとに試合を行う）

   ５月６日（土）　開場時間　８：００　　

ベスト１２８

表　　　　　　　彰　　　　　　　式

 男子フルーレ

 予選ト－ナメント

 ベスト６４～ベスト８（各ブロックごとに試合を行う）

トーナメント予備選

 男子フルーレ

開　　　　　　　会　　　　　　　式
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競　 技 　日 　程

ピスト 1 2 3 4 5 6 7 8
 　９：３０

 １０：００
 中学生男子 中学生男子 中学生男子 中学生男子

 小学生男子
５～６年

 小学生男子
５～６年

 小学生男子
５～６年

 小学生男子
３～４年

 １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦  １回戦

 １プール  ２プール  ３プール  ４プール  １プール  ２プール  ３プール  １プール

 １０：５０
 中学生女子  中学生女子

 小学生女子
３～６年

 小学生男女混
合

 中学生男子
予選トーナメント①

 中学生男子
予選トーナメント②

 中学生男子
予選トーナメント③

 中学生男子
予選トーナメント④

 １回戦  １回戦 １回戦  １回戦
 中学生男子

予選トーナメント⑤
 中学生男子

予選トーナメント⑥
 中学生男子

予選トーナメント⑦
 中学生男子

予選トーナメント⑧

 １プール  ２プール  １プール  １プール
 中学生男子

予選トーナメント⑨
 中学生男子

予選トーナメント⑩
 中学生男子

予選トーナメント⑪

小学生５～６年男子
予選トーナメント①

小学生５～６年男子
予選トーナメント②

小学生５～６年男子
予選トーナメント③

小学生５～６年男子
予選トーナメント④

小学生５～６年男子
予選トーナメント⑤

小学生５～６年男子
予選トーナメント⑥

小学生５～６年男子
予選トーナメント⑦

 中学生女子
予選トーナメント①

 １２：３０  中学生男子 中学生女子  小学生５～６年男子  小学生３～６年女子  小学生３～４年男子  小学生１～２年男女

 決勝紹介  決勝紹介  決勝紹介  決勝紹介  決勝紹介  決勝紹介

(８名) (８名) (８名) (６名) (５名) (４名)

 １２：５０  中学生男子  中学生男子  中学生男子  中学生男子 中学生女子 中学生女子 中学生女子 中学生女子

準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 １３：１０  小学生５～６年男子  小学生５～６年男子  小学生５～６年男子  小学生５～６年男子  小学生３～６年女子  小学生３～６年女子  小学生３～４年男子

準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 １３：３０  中学生男子  中学生男子 中学生女子 中学生女子  小学生３～６年女子  小学生３～６年女子  小学生１～２年男女  小学生１～２年男女

準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

 １３：５０  小学生５～６年男子  小学生５～６年男子  小学生３～４年男子  小学生３～４年男子  小学生１～２年男女  小学生１～２年男女

準決勝 準決勝 準決勝 準決勝 決勝 ３位決定戦

 １４：１０  中学生男子  中学生男子 中学生女子 中学生女子  小学生３～６年女子  小学生３～６年女子

 決勝 ３位決定戦  決勝 ３位決定戦  決勝 ３位決定戦

 １４：３０  小学生５～６年男子  小学生５～６年男子  小学生３～４年男子  小学生３～４年男子  小学生３～４年女子

 決勝 ３位決定戦  決勝 ３位決定戦 優勝決定戦

 １５：００

開　　　　　　　始　　　　　　　式

閉　　　　　　　会　　　　　　　式

   ５月７日（土）　開場時間　８：００　　
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県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
埼玉 　スターﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 田代　圭 ２年 山形 米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 岡村　風我 １年

アカデミー 田代　ゆう １年 ｽﾎﾟｰﾂ少年団

東京 　サマディ 土田　悠人 １年
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ

県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
秋田 　秋田市 伊藤　煌二郎 ４年 宮城 　本吉 米倉　碧泉 ３年

Ｊｒフェンサーズ 　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ

福島 　川俣町ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 本間　陽向 ４年 神奈川 　Kiri.Jr 杉江　莉々香 ４年
　ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞチーム
　福島市 清野　泰希 ３年
　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ

山形 米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 野川　裕太 ４年
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 田畑　孝賢 ４年

県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
宮城  仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中田　大喜 ５年 秋田 　秋田市 山口　凜 ５年

Ｊｒフェンサーズ 鈴木　葵依 ５年
福島 　川俣町ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 髙野　悠 ６年

ｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城 　水戸クラブ 村山　菜奈子 ６年
茨城 　水戸クラブ 永野　広輝 ５年

石川　獅士 ５年 神奈川 　Kiri.Jr 内田　弓月 ５年
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞチーム

東京 　ワセダクラブ 河原　資起 ５年

　板橋ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 林川　琉偉 ５年

　サマディ 姫野　駿介 ６年
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ 田中　大貴 ６年

山形 　アプルス 安達　寛悟 ５年
清野　崇史 ５年

米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 新宮　凛久 ６年
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 渡部　利紀 ６年

佐藤　禅 ５年
八巻　旭陽 ５年
櫻井　優仁 ５年

出場者名簿

小学生１～２年男女混合の部

小学生５～６年男子の部 小学生５～６年女子の部

小学生３～４年男子の部 小学生３～４年女子の部
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県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
宮城 　本吉 米倉　尚輝 １年 岩手 一関ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 千葉　穂波 １年

　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ ｽﾎﾟｰﾂ少年団

仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 横山　万起 ２年 宮城 仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 今野　杏咲 ３年
中田　奈津樹 １年

福島 　川俣町ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 髙木　夢生 ２年 茨城 　水戸クラブ 村上　真珠 ２年
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 三浦　葵竜 ２年

立原　碧人 ２年 神奈川 　Kiri.Jr 杉江　苺花 １年
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞチーム

茨城 　水戸クラブ 石井　勇多 ２年
松井　快人 ３年 山形 　アプルス 原田　奈乃羽 １年
安　陽生 ３年

東京 　小金井 原田　眞太郎 １年 米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 八巻　日陽 ３年
　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ ｽﾎﾟｰﾂ少年団 大西　　愛 ２年

八巻　陽咲 １年
　サマディ神宮 竹内　創太朗 ２年 木全　優月 １年

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ

山形 　アプルス 蜂屋　拓磨 ２年
武田　優太 ２年

佐々木　勇真 １年
庄司　圭佑 １年

米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 髙田　恭成 ３年
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 村田　一公 ２年

岡村　怜音 １年
櫻井　快仁 １年

出場者名簿

中学生男子の部 中学生女子の部

6



県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
秋田 秋田大学 山崎　匠 １年 福島 福島商業高校 藤野　雅哉 ３年

鴫原　愛義人 １年
岩手 共輪自動車 佐々木　慶将 一般

茨城 緑岡高校 佐藤　聖也 ３年
一関第二高校 佐々木　勇輝 ２年 大川　直也 ３年

小松　祥大 ２年
北上翔南高校 菊池　竣丞 ３年 石川　修也 ２年

鈴木　成星 ３年 菊次　祐紀 １年
小菅　悠人 ３年 海野　俊介 １年
小原　優也 ３年 挽地　崇太 １年
菅野　敬也 ２年 小松﨑　航 １年

小田島　蓮汰 ２年
戸来　航輝 ２年 埼玉 OSA 川端 康文 一般
佐藤　賢 ２年

東京 　小金井 原田　眞太郎 中学１年
宮城 仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 内ケ崎　良磨 中学３年 　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞクラブ

横山　万起 中学２年
山形 アプルス 蜂屋　拓磨 中学２年

本吉ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 米倉　尚輝 １年
　 山形東高校 阿部　貴久 ３年

尚絅学院高校 川﨑　 陸 ２年 阿部　修平 ３年
大沼　　靖 ３年

仙台城南高校 大澗　昌矢 ３年 滝口　秀彦 ３年
尾﨑　喬文 ３年 結城　右京 ２年

仙台高校 藤川　拓 ３年 佐藤　亮介 ２年
佐々木　侑真 ３年 加藤　颯人 ２年
新田　誠英 ３年 土屋　圭輔 ２年
伊藤　悠天 ２年 伊東　拓哉 ２年
菊地　湧 ２年
宮澤　匠 ２年 山形中央高校 滝口　峽 １年

山中　悠太郎 ２年
菅野　大地 一般 米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 八巻　貴信 一般

ｽﾎﾟｰﾂ少年団 髙田　恭成 ３年
仙台南高校 内ヶ崎　一磨 ２年 村田　一公 ２年

小笠原　直樹 ２年 遠藤　暦 ２年
木村　洸太郎 ２年 峯田　大空 ２年
石崎　圭悟 ２年
川村　崚真 １年 米沢東高校 槇　　　大 ３年

長谷川　蓮太 １年 今井　　怜 ２年
水田　瑛紳 １年 半澤　光貴 ２年

福島 　川俣高校 髙木　大夢 ３年 米沢興譲館高校 松岡　伽威亜 ３年
大津　陽平 ３年 大浦　幸太 ２年
菅野　龍佑 ２年 揚妻　海斗 ２年
長澤　拓海 ２年 大西　ひかる １年
齋藤　駿 ２年 小原　秀樹 一般

出場者名簿

高校・一般男子の部
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県名 所　　　属 氏　　　名 学　年 県名 所　　　属 氏　　　名 学　年
岩手 一関ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 千葉　穂波 １年 山形 山形東高校 蜂谷　璃子 ３年

ｽﾎﾟｰﾂ少年団 神保　日夏 ３年
髙橋　美帆 ２年

北上翔南高校 加藤　怜 ２年
吉田　那名 ２年 高畠高校 今井　希乃花 ２年

青木　茉琳 ２年
宮城 仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 今野　杏咲 ３年 島貫　初咲 ２年

常磐木学園高校 狩野  央梨沙 ２年 米沢東高校 新藤　綾乃 ２年

仙台南高校 岩間　陽香 ２年 米沢興譲館高校 渡部　有未 ３年
太田　冴英 ２年 村田　陽香 ３年
植野　春南 ２年 後藤　ゆうか ２年
阿部　尚実 ２年 鈴木　　麟 ２年
後藤　舞衣 １年 遠藤　美琴 ２年

塩島　　惠 ２年
仙台高校 瀬上　千智 ３年 八巻　史緒理 ２年

眞田　理沙 ３年
小笠原　彩乃 ３年

木村　遥 ３年
宮崎　莉緒 ３年
佐藤　ことの ２年
山田　茉尋 ２年
手島　智子 ２年
木村　こひろ ２年
加藤　里菜 ２年

福島 　川俣高校 齋藤　心 ３年
斎藤　亜美 ３年

茨城 緑岡高校 山田　夏妃 １年
若林　華凛 １年
橋本　舞 １年

水戸第三高校 大山　美紀 １年

山形 アプルス 原田　奈乃羽 中学２年

米沢市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 八巻　日陽 中学３年
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 大西　愛 中学１年

八巻　陽咲 中学１年
日大山形高校 川口　実結 ２年

出場者名簿

高校・一般女子の部
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