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ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓 ｸﾗﾌﾞ

 1 森多　駿 山口県立徳山高等学校   

 2 森多　諒 柳井エスクリム   

 3 高木　良輔 立教新座高等学校   

 4 吉田　多聞 長崎ジュニアナイト   

 5 真田　涼太 札幌光星高等学校   

 6 佐藤　真春 福島県立川俣高等学校   

 7 青木　貴雅 沼津ＦＣ   

 8 FAWKES　BOSTON AUS   

 9 星野　剣斗 JOCエリートアカデミー／帝京高校   

 10 森　皓己 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校   

 11 成田　武永 青森市ジュニアフェンシングクラブ   

 12 渡邊　裕斗 大垣南校等学校   

 13 松村　侑馬 和歌山北高校   

 14 市ノ瀬　拓弥 香川県立三本松高校   

 15 髙橋　佑弥 山形県立米沢東高等学校   

 16 平野　航大 TFA   

 17 柏木　慈理 三重中学校   

 18 松重　宗一郎 大分県立大分豊府高等学校   

 19 尾矢　陽太 中京大学JR.   

 20 中村　豪 上宮高等学校   

 21 齊田　健吾 立教新座高等学校   

 22 稲垣　武人 東京学館新潟高等学校   

 23 井神　湖大朗 和歌山北高校   

 24 松渕　直希 秋田北鷹高校   

 25 福島　大和 箕輪中学校   

 26 DOUGLAS　ALEXANDRE AUS   

 27 阿部　晴空 一関第二高校   

 27 勅使河原　知大 岐阜県立羽島北高等学校   

 29 ANDREWS　SEAN AUS   

 30 中村　太郎 ジュニア・フェンシング・大分   

 31 清水　崇史 箕輪中学校   

 32 杉本　隆大 ワセダクラブ   

 33 村元　友大 埼玉栄高校   

 34 矢島　潤一 立教新座中学校   

 35 大村　貴之 鹿児島県立鹿児島南高等学校   

 36 久保田　烈央 おおたスポーツアカデミー   

 36 池田　築 札幌光星高等学校   

 38 西脇　航紀 埼玉栄中学校   

 39 宮内　朝太郎 山口県立熊毛南高等学校   

 40 田村　浩太朗 群馬県立沼田高等学校   

 41 柴田　秀人 国府台高校   

 42 吉田　詔紀 立命館中学校   

 43 福本　晃大 大垣南校等学校   

 44 西谷　晴稀 金沢西高校   

 45 山本　康平 香川県立三本松高校   

 46 千田　和斗 一関フェンシングスポーツ少年団   

 47 青山　凌太 柳井学園高等学校   

 48 黒川　康貴 上宮高等学校   

 49 可児　将矢 岐阜各務野高校   

 50 工藤　幸太郎 大分県立大分豊府高等学校   

 50 小久保　遥斗 鳥羽フェンシングクラブ   

 50 西森　大起 香川県立三本松高校   

 53 山本　健太 西大寺高校   

 54 田村　祐介 山口県立岩国工業高等学校   

 55 樋口　啓紀 大分県立大分豊府高等学校   

 56 SIU　JAMES AUS   

 57 橋本　和樹 金沢西高校フェンシング部   

 58 村上　貴浩 山口県立岩国工業高等学校   

 59 福山　恭平 鹿児島県立鹿児島南高等学校   
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 60 太刀川　世紀 東京学館新潟高校   

 61 高畑　拓也 横手高校   

 62 杉山　賢一朗 立教新座高等学校   

 63 南川　晃司 仙台市立仙台高等学校   

 64 小松　麟太郎 山形県立山形東高等学校   

 65 三村　隼太 エスコラピオス学園海星高等学校   

 66 高梨　遼太朗 千葉県立検見川高等学校   

 67 冨田　優作 日本フェンシング研究会   

 68 遠藤　翼 清風高校   

 69 東　虎太郞 鹿児島県立鹿児島南高等学校   

 70 吉田　雄真 山形県立山形東高等学校   

 71 早田　龍之介 諫早商業高校   

 72 山名　星文 法政大学第二高等学校   

 73 SNELL　JACK AUS   

 74 伊藤　大河 宮城県仙台第二高等学校   

 74 髙木　大夢 川俣町フェンシングスポーツ少年団   

 76 加藤　優希 青山学院高等部フェンシング部   

 77 中村　海渡 湘南高校   

 78 青木　龍之介 慶應義塾湘南藤沢中等部   

 79 板倉　輝昌 甲斐清和高校   

 80 田中　啓? 和歌山県立向陽中学校   

 81 貝山　弘将 宮城県仙台第一高等学校   

 82 秋山　世成 法政大学第二高等学校   

 83 岡田　大雅 大垣南校等学校   

 84 佐々木　功喜 一関第二高校   

 85 星野　駆真 高崎商大附属高校   

 86 松葉　彰大郎 清風高校   

 87 鈴木　恒 千葉県立検見川高等学校フェンシング部   

 88 倉林　洋太 高崎商大附属高校   

 88 中島　瞭 東京学館新潟高等学校   

 90 桐生　卓人 伊那北高等学校   

 91 MIN　JUN GEE AUS   

 92 田中　佑弥 諫早商業高校   

 93 栗原　大揮 佐賀商業高校   

 94 成田　航也 二ツ井ジュニアフェンシングチーム   

 95 弘中　雄士 山口県立熊毛南高等学校   

 95 高野　智暉 大野農業高等学校   

 95 東　和希 龍谷大学付属平安高等学校   

 98 BOYD-HOARE　JAMES AUS   

 98 安達　優虎 富山県立富山西高等学校   

 98 金道　竜太 NPO法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ   

 98 小林　圭吾 沼田フェンシングクラブ   

 102 高木　惠一朗 早稲田中学・高校フェンシング部   

 102 千葉　俊 一関第二高校   

 104 松永　健吾 札幌光星高等学校   

 105 安　優人 水戸クラブ   

 105 佐藤　武揚 合川フェンシングクラブ   

 107 川西　祐巨 エスコラピオス学園海星高等学校   

 108 落合　俊 静岡県立田方農業高等学校   

 109 平島　敬規 甲陵高校   


