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 ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓  ｸﾗﾌﾞ

 1  古俣　潮里 明治大学  
 2  才藤　歩夢 埼玉栄高校  
 3  吉村　美穂 立命館守山高校  
 4  難波　柚 中京大学  
 5  前田　友菜 富山西高校  
 6  池田　亜優 法政大学  
 7  佐藤　涼華  二ツ井ジュニアフェンシングチーム  
 8  ABDUL RAHMAN　KIRIA TIKANAH BLADE CLUB/ SINGAPORE  
 9  伊藤　真希 大垣南校等学校  
 10  巾下　花蓮 和歌山北高校  
 11  白峰　杏美 同志社大学  
 12  能瀬　みずき 同志社大学  
 13  千葉　絢音  早稲田大学フェンシング部  
 14  山本　智恵  東京フェンシングスクール  
 15  小田　みはる 別府市立別府商業高校  
 16  富永　恵美 栃木翔南高校  
 17  曽根　一葉 専修大学  
 18  馬場　晴菜 大垣南校等学校  
 19  仁木　毬乃 東京女子体育大学  
 20  色摩　美朝 山形県立米沢東高等学校  
 21  上田　果歩 伊那北高等学校  
 22  MUN　GRACE SI EN SINGAPORE SPORTS SCHOOL  
 23  PRINCIPE　EMILY  オーストラリアフェンシング協会  
 24  三角　理恵 関西学院大学  
 25  村上　久美 気仙沼高校  
 26  荻原　幸那  秋田県フェンシング協会  
 27  武藤　瑞樹  岩国JFC  
 28  森本　菜月 岡山大安寺中等教育学校  
 29  高木　真由子 日本大学  
 30  西久保　夏実 慶應義塾大学  
 31  玉川　由貴 専修大学  
 31  土田　二葉 札幌大谷高等学校  
 33  村上　千紘 武生高校  
 33  登坂　梨乃 高崎商大附属高校  
 35  竹中　稚葉 和歌山北高校  
 36  加藤　有倭香 岐阜県立羽島北高等学校  
 37  上山　芽依子 東京女子体育大学  
 38  白石　絵里 日本大学  
 39  山下　舞 静岡県立沼津西高等学校  
 40  加藤　早絵 静岡県立沼津西高等学校  
 41  井上　莉緒 岐阜県立羽島北高等学校  
 42  高塚　悠希子  東京フェンシングスクール  
 43  大北　美来 大成高校  
 44  川村　雪菜 埼玉県立与野高等学校  
 45  中浦　柚樹 帝塚山学院高等学校  
 46  畑山　登萌  二ツ井ジュニアフェンシングチーム  
 47  吉田　早花 大阪国際滝井高等学校  
 48  佐藤　由依 香川県立高松北高等学校  
 49  崔　丞我 湘南高校  
 50  駒場　みなみ 富山県立富山西高等学校  
 51  能勢　葉月 専修大学  
 52  村上　夏希 三重県立津東高等学校  
 53  木下　友貴 日本体育大学  
 54  AW　NICOLE XIAO XUAN FENCING MASTERS/ SINGAPORE  
 54  RUI　BONITA  オーストラリアフェンシング協会  
 56  LEE　TASIA EE MIN YMCA/ SINGAPORE  
 57  尾矢　二千花  中京大学JR.  
 58  古田　佳奈子 東京農業大学  
 58  東海林　知佳 横手高校  
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 60  河瀬　珠恵 鶯谷高等学校  
 60  山田　瑞樹 柏陵高校  
 60  村上　奈津希 香川県立高松北高等学校  
 63  山口　美里 鹿児島県立鹿児島南高等学校  
 64  桑田　晴香 西大寺高校  
 65  渋谷　茉璃乃 伊那北高等学校  
 66  上田　詩乃 東京女子体育大学  
 67  安田　花苗 立命館大学  
 68  田村　佳奈恵 高知南高校  
 69  小倉　紗來 日本女子体育大学  
 70  澤浦　美玖 群馬県立沼田女子高等学校  
 71  山口　真帆 埼玉栄高校  
 72  大八木　愛 立命館高等学校  
 73  矢嶋　　敦巴 日本大学習志野高等学校  
 74  佐久間　恵 青山学院大学  
 75  吉松　琳果 鹿児島県立鹿児島南高等学校  
 76  LAI　SHI NING ESTHER Z-FENCING/SINGAPORE  
 77  長久　菜都美 広島県立神辺旭高等学校  
 78  都甲　好栄 法政大学  
 79  石井　円子 青山学院大学  
 80  松本　紘佳  徳島県立城ノ内高等学校  
 81  徳永　優希 大分県立大分豊府高等学校  
 81  廣岡　理奈 青山学院大学  
 83  矢ヶ部　みずほ 諫早商業高校  
 84  安藤　真理 新潟高校  

 85  山中　志緒里 山口県立岩国工業高等学校  
 86  佐藤　志帆 西大寺高校  
 87  KABLE　THEADORA  オーストラリアフェンシング協会  
 88  伊藤　里咲 山形県立米沢興譲館高等学校  
 88  久末　汐里 渋谷幕張中  
 88  市川　澪 静岡県立田方農業高等学校  
 91  渡辺　ほのか 甲陵高校  
 92  楠木　麗 三重県立鳥羽高等学校  
 93  松永　莉奈 群馬県立沼田女子高等学校  
 93  藤倉　菜央 一関第二高校  
 93  齋藤　愛也子 札幌光星高等学校  
 96  丸山　美宇 大分県立大分豊府高等学校  
 96  後藤　彩希 宮城県仙台第二高等学校  
 96  澤田　純奈 同志社女子中学校高等学校  
 99  髙橋　翠 大分県立大分豊府高等学校  
 ##  橋本　早貴 三重県立津東高等学校  
 ##  二階堂　光明 山形県立米沢東高等学校  
 ##  小林　薫乃 埼玉県立与野高等学校  
 ##  太田　夏未 関西大学第一高等学校  
 ##  光本　麻佑子 京都大学  
 ##  JACKSON　BRONTE  オーストラリアフェンシング協会  
 ##  小﨑　栞 三重県立鳥羽高等学校  
 ##  山田　佳奈 甲陵高校  
 ##  小澤　慶 甲斐清和高校  
 ##  黒田　歩 福島県立川俣高等学校  
 ##  星合　萌衣 三重県立津東高等学校  
 ##  大澤　佳恵  青山学院高等部フェンシング部  
 ##  笠松　美里 石川県立金沢二水高等学校  
 ##  中村　遥香 香川県立三本松高校  
 ##  関　涼乃 ワセダクラブ  
 ##  後藤　美悠 仙台市立仙台高等学校  
 ##  黒澤　杏菜 札幌光星高等学校  
 ##  野呂　知里 静岡県立沼津西高等学校  
 ##  大町　麻悠里 諫早商業高校  
 ##  足立　美咲 立命館高等学校  
 ##  北川　涼香 石川県立金沢伏見高等学校  


