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 1 中村　太郎 ジュニアフェンシング大分    
 2 メンドーザ　ミゲール 東京OHMEフェンシングクラブ    
 3 新井　謙信 立教新座中学校    
 3 藤澤　将匡 本吉町フェンシング協会    
 5 ジュリアン　ガッツチョーク 東京フェンシングスクール    
 6 馬場　俊輔 大垣ジュニアフェンシングクラブ    
 7 村上　拳 松岩中学校    
 8 長谷山　泰紀 三田フェンシングクラブ    
 9 宿院　徳真 大山崎中学校    
 10 稲垣　恵人 聖籠ジュニアフェンシングクラブ    
 10 菊池　正太郎 明石ジュニアフェンシングクラブ    
 12 佐藤　龍 一関フェンシングスポーツ少年団    
 13 成田　航也 二ツ井ジュニアフェンシングチーム    
 14 金高　大乘 高松北中学校    
 14 大崎　練介 DFA    
 16 宮崎　泰我 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 17 ビューワーニック　ダグラス 三島フェンシングクラブ    
 18 関原　麗允 沼田フェンシングクラブ    
 19 溝口　晴也 大垣クラブ    
 19 大塚　昂輝 東京OHMEフェンシングクラブ    
 21 金道　竜太 SEIBUスポーツクラブ    
 21 成田　武永 青森市ジュニア・フェンシングクラブ    
 21 武井　琉晟 宇都宮フェンシングクラブ    
 24 内海　貴仁 気仙沼フェンシング協会    
 25 浅海　正哉 法政大学第二中学校    
 26 佐藤　武揚 合川フェンシングクラブ    
 27 川村　京太 東京OHMEフェンシングクラブ    
 28 阿部　風槙 一関フェンシングスポーツ少年団    
 29 森　大翔 和北ジュニアクラブ    
 30 京極　光志 河内ＪＦＣ    
 31 檜垣　純堅 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 32 田辺　空我 速星中学校フェンシング部    
 33 北村　創拓 東京OHMEフェンシングクラブ    
 34 齊藤　龍星 大垣フェンシング    
 35 安　優人 水戸クラブ    
 35 大西　海渡 立教新座中学校    
 37 大西　ひかる 米沢市フェンシングスポーツ少年団    
 37 北沢　滉稀 サマディフェンシング倶楽部    
 39 山本　裕太郎 札幌クラブ    
 40 西口　泰嵩 和北ジュニアクラブ    
 41 小田　翔一朗 ジュニアフェンシング大分    
 41 西村　隆佑 三田フェンシングクラブ    
 43 浅海　聖哉 埼玉エスクリム    
 44 新屋敷　稔 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 44 渡辺　夏輝 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 46 吉田　樹生 大山崎中学校    
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 47 佐伯　新 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 48 岡田　卓也 養老ＦＣ    
 49 吉田　詔紀 立命館中学校    
 50 大竹　凛 姫路ハクチョウＦＣ    
 51 奥田　集 大山崎中学校    
 52 仙波　響 河内ＪＦＣ    
 53 島内　遥大 DFA    
 54 佐野　航琉 富山パレスフェンシングクラブ    
 54 大竹　諒 姫路ハクチョウＦＣ    
 56 今井　陸斗 高岡古城フェンシングクラブ    
 57 水野　怜央奈 三田フェンシングクラブ    
 57 藤山　穂 法政大学第二中学校    
 59 松本　純也 沼田フェンシングクラブ    
 60 田中　風舞 龍谷大学付属平安中学校    
 61 山田　一八 高松北中学校    
 62 宮川　恒 龍谷大学付属平安中学校    
 63 貝沼　侑哉 養老ＦＣ    
 64 塚田　京 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 65 千田　順正 DFA    
 66 渡邉　真太郎 慶応中等部フェンシング部    
 67 松本　峻佑 早稲田中学校    
 68 隅岡　元気 三島フェンシングクラブ    
 69 矢島　潤一 立教新座中学校    
 70 吉弘　航平 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 71 松浦　開道 水戸クラブ    
 71 川﨑　陸 仙台フェンシングクラブ    
 71 猪狩　つばさ 仙台フェンシングクラブ    
 74 佐藤　匠 河内ＪＦＣ    
 75 谷内　貴明 速星中学校フェンシング部    
 76 勅使河原　明日架 はしまモア    
 77 前原　雄二 日本フェンシング研究会    
 78 大野　潤平 大山崎中学校    
 79 今井　勇樹 台東ジュニアフェンシングクラブ    
 79 松本　幹也 沼田フェンシングクラブ    
 81 須藤　嶺央 法政大学第二中学校    
 82 斎藤　駿 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 83 青木　元汰 宇都宮フェンシングクラブ    
 84 久保田　亞央 おおたスポーツアカデミー    
 85 市川　恋羽 前橋フェンシングクラブ    
 86 永原　正大 速星中学校フェンシング部    
 87 伊藤　海之亮 宇都宮フェンシングクラブ    
 88 森平　和希 聖籠ジュニアフェンシングクラブ    
 89 大塚　武尊 札幌クラブ    
 90 阿部　陽馬 札幌大谷中学校    
 91 宮崎　優翔 小平フェンシングクラブ    
 92 井沢　壮一郎 立教新座中学校    
 92 川端　真綸 沼田フェンシングクラブ    
 94 木場　悠斗 鳥羽フェンシングクラブ    
 95 遠藤　虎太郎 箕輪中学校    
 95 石井　和真 立教新座中学校    
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 97 菅波　純 ワセダクラブ    
 97 齊藤　蓮 埼玉エスクリム    
 99 但野　吹樹 気仙沼フェンシング協会    
 100 西田　亮 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 101 前田　一心 ＮＰＯ法人　大平スポーツネット    
 102 吉田　圭吾 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 102 有賀　友哉 南箕輪わくわくクラブ    
 104 長沼　偉穏 前橋フェンシングクラブ    
 105 仙葉　遼輔 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 106 玉本　侑輝 埼玉エスクリム    
 107 田内　稜大 はしまモア    
 108 中村　健人 箕輪中学校    
 109 高杉　有吾 高松北中学校    
 109 赤羽　希海 箕輪中学校    
 111 井口　涼太 沼田フェンシングクラブ    
 112 佐藤　陽南 ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラ    
 112 中山　郁己 速星中学校フェンシング部    
 114 菊次　祐紀 フェンサーズファクトリー    
 115 長澤　拓海 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 116 中村　天馬 札幌大谷中学校    
 117 川上　慶太 龍谷大学付属平安中学校    
 118 丹羽　俊介 龍谷大学付属平安中学校    
 119 安井　康太郎 龍谷大学付属平安中学校    
 120 坂本　皓陽 札幌大谷中学校    
 121 森井　亮介 DFA    
 121 藤澤　宏壮 早稲田中学校    
 123 安齋　一豪 法政大学第二中学校    
 124 杉本　磨哉 高松北中学校    
 125 安達　優巳 SEIBUスポーツクラブ    
 125 桑原　諒成 三田フェンシングクラブ    
 127 片岡　竜太 立教新座中学校    
 128 笹部　駿介 仙台フェンシングクラブ    
 129 山本　稀琉 法政大学第二中学校    
 130 佐藤　瞬 大穴フェンシングクラブ    
 130 小杉　海翔 富山パレスフェンシングクラブ    
 132 土井　薫 沼田フェンシングクラブ    
 133 林　祥蓮 鹿児島JR.フェンシングクラブ    
 134 久保田　匠 札幌大谷中学校    
 135 光井　隆人 沼田フェンシングクラブ    
 136 平櫛　秀也 沼津ＦＣ    
 137 石川　太一 ＪＶ体育教室    
 138 宮本　峻輔 水戸クラブ    
 139 小久保　遥斗 鳥羽フェンシングクラブ    
 140 長田　麗市 立教新座中学校    
 141 竹井　耀一 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 142 伊藤　蓮 慶応中等部フェンシング部    
 143 笠原　颯人 箕輪中学校    
 144 角田　裕大 三田フェンシングクラブ    
 145 田中　一輝 立命館中学校    
 146 小久保　真旺 鳥羽フェンシングクラブ    
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 147 村瀬　史恭 松山ジュニアフェンシングクラブ    
 147 木内　博哉 高松北中学校    
 149 井上　柊 市川FC    
 150 　舩橋　唯介 立教新座中学校    
 150 高橋　拳一 沼津ＦＣ    
 152 照井　雄大 早稲田中学校    
 153 丸山　響己 山梨ジュニアＦＣ    

 154 荒木　道憲 札幌大谷中学校    
 154 櫻田　鷹野 二ツ井ジュニアフェンシングチーム    
 156 小﨑　一磨 鳥羽フェンシングクラブ    
 156 林　洸麟 鹿児島JR.フェンシングクラブ    
 158 青木　武蔵 沼田フェンシングクラブ    
 158 齋藤　那由多 埼玉エスクリム    
 160 川根　笙 高松北中学校    
 160 内ヶ崎　良磨 仙台フェンシングクラブ    
 160 本間　英太 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 163 鶴田　渉 立教新座中学校    
 164 鴫原　愛義人 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 164 小島　龍之介 はしまモア    
 164 田中　智也 山梨ジュニアＦＣ    
 167 原口　哲 立教新座中学校    
 168 上出　日向 東京フェンシングスクール    
 168 菅野　李喜 川俣町フェンシングスポーツ少年団    
 170 高田　恭成 米沢市フェンシングスポーツ少年団    
 170 大杉　俊之 早稲田中学校    
 170 葉・ローランド　秀峰 JOCエリートアカデミー    
 173 坂内　秋斗 早稲田中学校    
 173 中島　恒 慶応中等部フェンシング部    
 175 西村　朝日 仙台フェンシングクラブ    
 175 大澤　悠月 早稲田中学校    
 177 小畑　英人 SSKD    
 178 原　総二郎 法政大学第二中学校    
 178 森實　駿介 早稲田中学校    
 180 斉藤　亮輔 大穴フェンシングクラブ    
 181 原　知也 立教新座中学校    
 182 四方堂　優希 早稲田中学校    
 183 永井　伸星 早稲田中学校    
 184 安　陽生 水戸クラブ    
 185 笈掛　真吹 大穴フェンシングクラブ    
 186 山田　海大 三田フェンシングクラブ    
 187 廣瀬　歩 福島市フェンシングクラブ    
 188 阿部　航大 法政大学第二中学校    
 188 安藤　空也 SSKD    
 188 鳥居　京太郎 立命館中学校    
 191 小川　皓生 仙台フェンシングクラブ    
 192 浅間　力輝 立教新座中学校    
 193 小野　颯真 S・E・Aスポーツクラブ    
 193 菅原　佑人 二ツ井ジュニアフェンシングチーム    
 195 小貫　暁人 市川FC    
 195 中島　航大 札幌クラブ    
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 195 和田　晋之介 立命館中学校    
 198 田中　宥希 ワセダクラブ    
 199 冨岡　洸哉 早稲田中学校    
 200 山田　黎乙 早稲田中学校    
 200 神谷　一至 慶應湘南藤沢中等部    
 200 田中　駿也 箕輪中学校    
 200 渡中　遼平 早稲田中学校    
 204 作田　有冴 慶応中等部フェンシング部    
 205 吉岡　諒太 立教新座中学校    
 205 原　翔吾 箕輪中学校    
 205 三浦　優斗 箕輪中学校    
 205 西村　将 早稲田中学校    
 205 中村　隆志 早稲田中学校    
 210 加来　祐基 前橋フェンシングクラブ    
 211 酒井　哉瑠 フェンシングステージ    
 212 進藤　晏 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 213 岩本　青龍 中京大JR.    
 213 高橋　優太 龍谷大学付属平安中学校    
 213 西尾　水希 DFA    
 216 安藤　樹生 水戸クラブ    
 216 本林　直明 慶応湘南藤沢中等部    
 218 佐藤　謙太郎 三田フェンシングクラブ    


