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ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓名 ｸﾗﾌﾞ

 1 飯村　一輝 京都フューチャーフェンシングクラブ  

 2 峰岸　佳吾 沼田フェンシングクラブ  

 3 橋本　祥英 東京フェンシングスクール  

 3 福田　亮介 はしまモア  

 5 磯部　晴貴 杉並ジュニアFT  

 6 ロレンツォー二　ダビデ 東京アメリカンクラブ  

 6 才木　良太 富山パレスフェンシングクラブ  

 8 姫野　惇 日本フェンシング研究会  

 9 石井　勇多 水戸クラブ  

 10 坂藤　秀昌 埼玉エスクリム  

 11 于　大慶 京都フューチャーフェンシングクラブ  

 12 菅原　陸 二ツ井ジュニアフェンシングチーム  

 13 田中　大貴 サマディフェンシング倶楽部  

 14 津森　志道 松江フェンシングクラブ  

 15 石井　豪 ジュニアフェンシング大分  

 16 荒井　欧祐 トゥッティフェンシングクラブ  

 17 三浦　知哉 東京フェンシングスクール  

 18 小城　颯人 ワセダクラブ  

 19 三浦　悠成 秋田市ジュニアフェンサーズ  

 19 髙野　太陽 秋田市ジュニアフェンサーズ  

 21 横山　万起 仙台フェンシングクラブ  

 21 加藤　那琉 KIRI.JR.フェンシングチーム  

 21 高橋　未楽 ワセダクラブ  

 24 河村　一摩 はしまモア  

 25 ビューワーニック　ショーン 三島フェンシングクラブ  

 26 橋本　雄偉 東京フェンシングスクール  

 27 平野　遼 おおたスポーツアカデミー  

 28 山本　直輝 埼玉エスクリム  

 29 山崎　貴史 杉並ジュニアFT  

 30 高橋　康希 S・E・Aスポーツクラブ  

 31 弓長　昇主 名電ジュニアフェンシングクラブ  

 32 佐藤　颯太 杉並ジュニアFT  

 33 須田　寿希 トゥッティフェンシングクラブ  

 33 杉岡　瑞基 長野ジュニアフェンシングクラブ  

 33 柳原　健二郎 ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ  

 36 川村　海以 気仙沼フェンシング協会  

 37 萩原　嵩造 東京フェンシングスクール  

 38 姫野　駿介 サマディフェンシング倶楽部  

 39 弓長　春明 DFA  

 40 杉浦　敬祐 はしまモア  

 40 木下　晴翔 松山ジュニアフェンシングクラブ  

 42 林　勇真 東京アメリカンクラブ  

 43 大野　剛寛 ジュニアフェンシング大分  

 44 奈須野　拓人 富山パレスフェンシングクラブ  

 45 JOSEPH　GLASSON AUSTRALIA  

 45 清原　崇史 本吉町フェンシング協会  

 47 高木　夢生 川俣町フェンシングスポーツ少年団  

 48 松橋　凜 合川フェンシングクラブ  

 49 登内　雄心 長野ジュニアフェンシングクラブ  

 49 平櫛　征人 沼津ＦＣ  

 51 幸田　晴孝 KIRI.JR.フェンシングチーム  

 52 坂口　駿斗 KIRI.JR.フェンシングチーム  

 52 森平　航矢 聖籠ジュニアフェンシングクラブ  

 54 米倉　尚輝 気仙沼フェンシング協会  

 55 上出　桐 東京フェンシングスクール  

 56 古谷　翔吾 台東ジュニアフェンシングクラブ  

 57 奥地　頌之進 サマディフェンシング倶楽部  

 58 藤野　正真 富山パレスフェンシングクラブ  

 59 関谷　拓実 沼津FC  
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 60 林川　琉偉 板橋フェンシングクラブ  

 61 黒澤　塁 光ヶ丘フェンシングクラブ  

 62 岸本　錬志 トゥッティフェンシングクラブ  

 63 小島　宗佑 はしまモア  

 64 申　濬 ワセダクラブ  

 65 庄司　光太朗 フェンサーズファクトリー  

 66 見目　宏介 フェンサーズファクトリー  

 67 鈴木　圭祐 八王子フェンシング  

 68 平間　大晟 ＪＶ体育教室  

 69 須田　高基 沼田フェンシングクラブ  

 70 榎本　蔵人 青山クラブ  

 71 千葉　忠暉 青山クラブ  

 71 中澤　正成 市川FC  

 73 小林　塁 沼田フェンシングクラブ  

 74 大塚　一慧 DFA  

 75 花木　ロブ IWATA FENCING CLUB  

 75 小林　慧世 スターフェンシングアカデミー  

 77 芹澤　元希 沼津ＦＣ  

 77 笹渕　眞 フェンシングステージ  

 77 青木　翔 ＪＶ体育教室  

 80 齊藤　幸海 沼田フェンシングクラブ  

 81 石川　凌雅 山梨ジュニアＦＣ  

 82 千田　一慧 一関フェンシングスポーツ少年団  

 82 谷口　慶祐 サマディフェンシング倶楽部  

 84 菅原　史晴 気仙沼フェンシング協会  

 85 髙橋　佑太 京都きっず  

 86 茶野　友秋 DFA  

 87 小原　力 東京アメリカンクラブ  

 88 林　祥太郎 ワセダクラブ  

 89 内田　偉丸 サマディフェンシング倶楽部  

 90 前田　絆成 SEIBUスポーツクラブ  

 91 大井　龍基 ワセダクラブ  

 92 丸山　太楊 山梨ジュニアＦＣ  

 92 石川　獅士 水戸クラブ  

 94 小菅　猛勝 八王子フェンシング  

 95 高野　留聖 聖籠ジュニアフェンシングクラブ  

 96 中村　駿太 長野ジュニアフェンシングクラブ  

 97 榎本　大青 ＪＶ体育教室  

 97 木村　海渡 山梨ジュニアＦＣ  

 99 河原　資起 ワセダクラブ  

 99 門矢　佳大 東京フェンシングスクール  

 101 石野　貴一 ワセダクラブ  

 102 原田　眞太郎 杉並ジュニアFT  

 103 遠藤　暦 米沢市フェンシングスポーツ少年団  

 103 清水　野真 ＪＶ体育教室  

 105 石野　誠也 ワセダクラブ  

 105 福島　佑陽 長野ジュニアフェンシングクラブ  

 107 岡村　怜音 米沢市フェンシングスポーツ少年団  

 108 三堀　玲旺 ワセダクラブ  

 109 村上　麟太郎 サマディフェンシング倶楽部  

 110 菊池　徹平 河内ＪＦＣ  

 111 田内　渓 はしまモア  

 112 木本　達久 ＪＶ体育教室  

 113 篠田　真吾 高岡古城フェンシングクラブ  

 114 太田　佳李 東京フェンシングスクール  

 115 曽根　岳三 LE FRERES  

 116 土井　翼 沼田フェンシングクラブ  

 117 田中　瞭成 聖籠ジュニアフェンシングクラブ  

 118 坂口　煌希 KIRI.JR.フェンシングチーム  

 119 泉　怜邑 松山ジュニアフェンシングクラブ  

 120 吉田　悠人 フェンシングステージ  

 120 小原　宏斗 大穴フェンシングクラブ  
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 122 プラテック　アダム 東京アメリカンクラブ  

 122 関　柊太 サマディフェンシング倶楽部  

 122 野中　琥珀 宇都宮フェンシングクラブ  

 122 濱松　直輝 台東ジュニアフェンシングクラブ  

 126 加賀谷　弘太郎 八王子フェンシング  

 127 谷口　由樹人 ワセダクラブ  

 127 田谷　龍雅 宇都宮フェンシングクラブ  

 129 石山　宙希 台東ジュニアフェンシングクラブ  

 129 石野　雄也 ワセダクラブ  

 129 谷合　良太 ＪＶ体育教室  

 129 八巻　旭陽 米沢市フェンシングスポーツ少年団  

 133 野口　聡史 宇都宮フェンシングクラブ  

 134 室橋　蒼天 ＪＶ体育教室  

 134 飯沼　桜弥 大穴フェンシングクラブ  

 136 吉見　大雅 サマディフェンシング倶楽部  

 136 大崎　究介 DFA  

 138 安藤　理駆 八王子フェンシング  

 138 竹下　飛駕 山梨ジュニアＦＣ  

 140 吉口　和希 KIRI.JR.フェンシングチーム  

 140 高野　俐仁 サマディフェンシング倶楽部  


