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Place Name Club(s)
1 千葉, 忠輝 (5・6男子) 青山クラブ
2 林川, 琉偉 (5・6男子) 板橋フェンシングクラブ
3T 上出, 桐 (5・6男子) みなとフェンシングクラブ_2
3T 永野, 広輝 (5・6男子) 水戸クラブ
5 清水, 康貴 (5・6男子) 柿ノ木台スケルマ
6 小池, 悠太郎 (5・6男子) 南箕輪わくわくクラブ
7 石橋, 遼大 (5・6男子) はしまモア
8 迫田, 鼓太郎 (5・6男子) 東京フェンシングスクール
9 榎本, 藏人 (5・6男子) 青山クラブ
10 熊本, 颯太 (5・6男子) 京都フューチャーフェンシングクラブ
11 河野, 碩資 (5・6男子) 三田フェンシングクラブ
12 湯浅, 柊哉 (5・6男子) 大阪読売千里クラブ
13T 村上, 日陽 (5・6男子) 京都フューチャーフェンシングクラブ
13T 石川, 獅士 (5・6男子) 水戸クラブ
15 河原, 資起 (5・6男子) ワセダクラブ
16 菅原, 史晴 (5・6男子) 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ
17 坂口, 煌希 (5・6男子) Kiri.Jrフェンシングチーム
18 有賀, 尚迪 (5・6男子) 南箕輪わくわくクラブ
19 長谷川, 力玖 (5・6男子) 中京大学Jr.
20 戸島, 悠翔 (5・6男子) 東京ガーデンフェンシングクラブ
21 申, 濬 (5・6男子) ワセダクラブ
22 牧野, 正嗣 (5・6男子) 大垣フェンシングクラブ
23 遠藤, 雅虎 (5・6男子) 長野ジュニアフェンシングクラブ
24 井下田, ルカ悠樹 (5・6男子) フェンシングステージ
25 鈴木, 哲矢 (5・6男子) ワセダクラブ
26 横田, 尚雅 (5・6男子) 沼津FC
27 小林, 千惺 (5・6男子) 沼田フェンシングクラブ
28 河野, 辰海 (5・6男子) 沼田フェンシングクラブ
29 堀江, 真嵩 (5・6男子) 東京フェンシングスクール
30 小笠原, 心 (5・6男子) RITZ FENCING ACADEMY
31 金井, 一馬 (5・6男子) 沼田フェンシングクラブ
32 金子, 峻也 (5・6男子) SEISA
33 山本, 翔也 (5・6男子) IwataFencingClub
34 加藤, 生純 (5・6男子) はしまモア
35 有賀, 柾宗 (5・6男子) 長野ジュニアフェンシングクラブ
36 室伏, 広門 (5・6男子) 北区FC
37 加藤, 大慈 (5・6男子) 沼津FC
38T 齋藤, 瑛 (5・6男子) 中央大学クレセント
38T 市川, 凱 (5・6男子) 横浜フェンサーズ
40 伊藤, 成希 (5・6男子) 東京ガーデンフェンシングクラブ
41 長澤, 優希 (5・6男子) 南箕輪わくわくクラブ
42 北川, 獅旺 (5・6男子) 養老フェンシングクラブ
43 奥井, 咲之祐 (5・6男子) 名電ジュニアフェンシングクラブ
44 太田, 旬哉 (5・6男子) 東郷フェンシングクラブ
45 樅木, 翔瑠 (5・6男子) 光ヶ丘フェンシングクラブ
46 佐久間, 慎乃輔 (5・6男子) 中央大学クレセント
47 白山, 智成 (5・6男子) 明石ジュニアフェンシングクラブ
48 福山, 寛太 (5・6男子) 大阪読売千里クラブ
49 大谷, 和誠 (5・6男子) あざみ野FFC
50 岡崎, 蒼士 (5・6男子) Kiri.Jrフェンシングチーム
51 萬谷, 礼音 (5・6男子) 日本フェンシング研究会
52 大槻, 健介 (5・6男子) 長野ジュニアフェンシングクラブ
53 佐藤, 仁哉 (5・6男子) 長野ジュニアフェンシングクラブ
54 岡田, 渉 (5・6男子) IwataFencingClub
55 伴, 駿輝 (5・6男子) ソレイユ
56 岩附, 湊士 (5・6男子) はしまモア
57 田中, 晴都 (5・6男子) 山梨ジュニアＦＣ
58 伊東, 蓮音 (5・6男子) 養老フェンシングクラブ
59 仁司, 眞州 (5・6男子) 東郷フェンシングクラブ


