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ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓 ｸﾗﾌﾞ

 1 東　莉央 和歌山北高校    

 2 上野　優佳 ジュニア・フェンシング・大分    

 3 梅津　春香 帝京高等学校/JOCエリートアカデミー    

 4 髙田　真帆 山形県立米沢興譲館高等学校    

 5 遠藤　里菜 高崎商大附属高校    

 6 辻　すみれ 岐阜聖徳学園大学附属中学校    

 7 東　晟良 和北ジュニアクラブ    

 8 千葉　朱夏 岩手県立一関第一高等学校    

 9 成田　琉夏 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 10 原　朋子 富山パレスフェンシングクラブ    

 11 溝口　礼菜 柏陵高校    

 11 坂井　真子 東京フェンシングスクール    

 11 土佐　千乃 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 14 永野　菜津子 フェンサーズファクトリー    

 15 登尾　早奈 愛媛県立三島高等学校    

 16 狩野　央梨沙 利府町立利府西中学校    

 17 前田　友菜 富山県立富山西高等学校    

 18 森　千絢 帝京高等学校/JOCエリートアカデミー    

 19 福塚　世帆 和北ジュニアクラブ    

 20 駒場　みなみ 富山県立富山西高等学校    

 20 柏原　美歩 平生フェンシングクラブ    

 22 石綿　夢望 秋田県フェンシング協会    

 23 白峰　杏香 愛媛県立三島高等学校    

 24 仙葉　楓佳 秋田県フェンシング協会    

 25 巾下　栞奈 和北ジュニアクラブ    

 26 登尾　奈友 三島フェンシングクラブ    

 27 種田　多恵 愛媛県立三島高等学校    

 28 酒井　舞亜 玄界高等学校    

 29 菅野　千尋 福島県立川俣高等学校    

 30 山中　志緒里 山口県立岩国工業高等学校    

 31 手水　利奈 熊本ジュニアフェンシングクラブ    

 32 黄田　佳倫 ワセダクラブ    

 33 高石　菜摘 三島フェンシングクラブ    

 34 田口　莉帆 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 35 小川　千尋 一関学院高等学校    

 36 畑山　登萌 二ツ井ジュニアフェンシングチーム    

 37 村上　万里亜 三島フェンシングクラブ    

 38 HAY　BEATRICE オーストラリアフェンシング協会    

 38 中浦　柚樹 帝塚山学院高等学校    

 40 金子　秀佳 神奈川県立松陽高等学校    

 40 佐藤　佳奈 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 42 佐々木　月 一関学院高等学校    

 43 齋藤　愛也子 札幌光星高等学校    

 44 尾﨑　由依 和歌山県立和歌山東高等学校    

 45 峰岸　祐佳 沼田フェンシングクラブ    

 46 設樂　ゆひな 前橋市フェンシング協会    

 47 長壁　伶奈 高崎商大附属高校    

 47 髙橋　七美 福島県立川俣高等学校    

 49 菅野　桃子 川俣町フェンシングスポーツ少年団    

 50 齋藤　利莉 本吉町フェンシング協会    
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 51 小﨑　栞 三重県立鳥羽高等学校    

 52 森　彩音 上宮高等学校    

 53 吉田　真花 大阪信愛女学院    

 54 森田　明日香 和北ジュニアクラブ    

 55 山﨑　美生 岐阜各務野高校    

 56 武宮　志奈 埼玉栄高校    

 57 三好　由起 宮城県仙台第一高等学校    

 58 幸野　来美 ジュニア・フェンシング・大分    

 59 松浦　早希 水戸クラブ    

 59 中村　莉子 不二聖心女子学院    

 61 小田　みはる 別府市立別府商業高校    

 61 八柳　沙耶 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 63 大山　美紀 水戸クラブ    

 64 久末汐里 渋谷幕張中    

 65 溝口　由菜 柿の木台スケルマ    

 66 寺田　緑 千葉県立松戸高等学校    

 67 丸山　美宇 大分県立大分豊府高等学校    

 68 山田　里奈 同志社女子中学校高等学校    

 69 種田　悠希 三島フェンシングクラブ    

 70 大北　夏琳 岐阜聖徳学園大学附属中学校    

 71 塩澤　歩花 長野クラブ    

 71 島ノ江　唯 佐賀商業高校    

 73 那須　茜 鳥羽フェンシングクラブ    

 74 関口愛里 フェンシング・ステージ    

 75 佐野　友香 静岡県立沼津西高等学校    

 76 稲垣　はるな 徳島県立城ノ内高等学校    

 76 浅川　由里 佐賀商業高校    

 78 伊藤　詩歩 静岡県立沼津東高等学校    

 78 篠原　春花 箕輪中学校    

 80 飯澤　安貴 山形県立米沢興譲館高等学校    

 81 川口　和奏 山形県立山形東高等学校    

 82 眞田　智佳子 石川県立金沢伏見高等学校    

 83 三浦　詩織 埼玉栄高校    

 84 大島　聖奈 佐賀商業高校    

 85 古井　菜々子 新潟県フェンシング協会    

 86 仲尾　樹央 神奈川県立松陽高等学校    

 87 加藤　玲衣 埼玉栄高校    

 88 伊藤　朱里 大分県立大分豊府高等学校    

 89 井関　彩加 秋田県フェンシング協会    

 90 中沢　琳楽 甲斐清和高校    

 91 村松　佐恵 伊那北高等学校    

 92 鈴木　古都 気仙沼フェンシング協会    

 93 岡田　梨良 前橋市フェンシング協会    

 94 神宮寺　陽菜 甲斐清和高校    

 95 佐藤　玲奈 県立新潟高等学校    

 95 西川　泉希 立命館高等学校    

 97 矢ヶ部　みずほ 諫早商業高校    

 98 海道　咲希 富山県立富山西高等学校    

 98 黒澤　杏菜 札幌光星高等学校    

 100 飴谷　女織 高岡古城フェンシングクラブ    

 100 松尾　美都希 諫早商業高校    

 100 齋藤　心 川俣町フェンシングスポーツ少年団    

 103 福島　亜澄 箕輪中学校    
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 104 加藤　優花 関西大学第一高等学校    

 105 茂木　梨那 群馬県立沼田女子高等学校    

 106 土屋　朱美果 慶應義塾湘南藤沢高等部    

 107 森重　紗樹 柳井学園高等学校    

 108 横山　瑞穂 三重県立津東高等学校    

 109 吉松　琳果 鹿児島県立鹿児島南高等学校    

 110 前川　由熙子 龍谷大学付属平安高等学校    

 111 伊藤　純香 玄界高等学校    

 111 伊豆田　理奈 山形県立山形東高等学校    

 111 平山　美波 水戸女子高等学校    

 114 安部　英恵 香川県立三本松高校    

 114 井上　アンナ 福岡魁誠高等学校    

 114 井門　杏理 川村高校    

 117 河瀬　珠恵 鶯谷高等学校    

 118 岩田　真奈 諫早商業高校    

 118 只野　真由 宮城県仙台第二高等学校    

 118 長谷川　萌香 静岡県立沼津東高等学校    

 118 芳﨑　晴菜 柳井学園高等学校    

 122 吉村　珠美 関西大学第一高等学校    

 123 花田　夏芽 水戸女子高等学校    

 123 野澤　奈央 新潟県フェンシング協会    

 125 高橋　朋美 甲陵高校    


