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 1 清水　紀宏 JOCエリートアカデミー／帝京高校   

 2 高橋　優作 法政大学   

 3 白井　寛夢 中央大学   

 4 後藤　駿弥 中央大学   

 5 茂木　雄大 法政大学第二高校   

 6 DOUGLAS　ALEXANDRE オーストラリアフェンシング協会   

 7 小松﨑　資 茨城県立緑岡高等学校   

 8 吉井　想 山口県立岩国工業高等学校   

 9 加太　達也 慶應義塾大学   

 10 岩元　圭 鹿児島県立鹿児島南高等学校   

 10 高澤　和樹 埼玉栄高校   

 12 村岡　聡丞 福岡魁誠高校   

 13 村上　貴浩 山口県立岩国工業高等学校   

 14 安部　克啓 秋田北鷹高校   

 15 山崎　匠 山形県立山形東高等学校   

 16 渡邊　裕斗 大垣南高等学校   

 17 佐藤　篤志 法政大学   

 18 江川　颯一 専修大学   

 18 上田　祐樹 中京大学   

 20 栗原　龍星 朝日大学   

 20 高木　良輔 立教新座高等学校   

 22 横尾　知浩 法政大学第二高校   

 23 芹澤　洋人 日本体育大学   

 24 竹下　昇輝 早稲田大学   

 25 五定　寛司 愛知工業大学   

 26 大槻　達哉 法政大学   

 27 江嶋　宏太 日本大学   

 27 髙橋　良介 香川県立三本松高校   

 29 長内　勇樹 黒石高校   

 29 島田　翔大 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校   

 31 畠　飛夢 立命館大学   

 32 澤田　佳樹 岐阜県立羽島北高等学校   

 33 飯田　綾也 大垣南高等学校   

 34 片岩　準 同志社大学   

 35 山口　開生 関西大学   

 36 森川　奨太 中央大学   

 37 川嶋　光 朝日大学   

 38 荒銀　大地 朝日大学   

 39 満生　耀一朗 立教新座高等学校   

 40 佐藤　連也 立命館大学   

 41 南　大地 富山県立富山西高等学校   

 42 山本　将司 山口県立岩国工業高等学校   

 43 安本　拓生 香川県立三本松高校   

 44 山北　格也 岐阜県立羽島北高等学校   

 45 山田　拓輝 慶應義塾高校   

 46 髙木　拓哉 京都産業大学体育会フェンシング部   

 47 五十畑　輝 千葉県立検見川高校   

 48 佐藤　航太 宮城県仙台第一高等学校   

 49 FAWKES　BOSTON オーストラリアフェンシング協会   

 50 青路　恒幸 岡山県立玉野光南高等学校   

 51 柳　嘉亮 札幌光星高等学校   

 52 日裏　悠 和歌山県立和歌山東高等学校   

 53 鶴田　浩一朗 情報科学高校   

 54 成田　武永 青森市ジュニアフェンシングクラブ   

 55 尾矢　陽太 中京大学JR.   

 56 清水　崇史 箕輪中学校   

 57 MIN　JUN GEE オーストラリアフェンシング協会   

 58 山本　健太 西大寺高校   

 59 田中　亘 関西大学   
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 60 山形　亮太郎 関西学院大学   

 61 弘中　大貴 山口県立岩国工業高等学校   

 62 中村　瑞貴 石川県立金沢伏見高等学校   

 63 松重　宗一郎 大分県立大分豊府高等学校   

 64 山本　涼平 近畿大学   

 65 中村　豪 上宮高等学校   

 66 西川　佳宏 日本体育大学   

 67 鹿島　康利 日本体育大学   

 68 辻　高明 エスコラピオス学園海星高等学校   

 69 SIU　JAMES オーストラリアフェンシング協会   

 70 ANDREWS　SEAN オーストラリアフェンシング協会   

 71 真田　涼太 札幌光星高等学校   

 72 金子　健司 埼玉栄高校   

 73 武山　達 早稲田大学高等学院   

 74 木村　奎太朗 龍谷大学付属平安高等学校   

 75 山　直崇 札幌光星高等学校   

 76 大村　貴之 鹿児島県立鹿児島南高等学校   

 77 三宅　晟 岡山県立玉野光南高等学校   

 77 山﨑　治実 静岡県立沼津東高等学校   

 77 千田　圭 日本体育大学   

 80 奈良　真秀 青山学院高等部フェンシング部   

 81 工藤　幸太郎 大分県立大分豊府高等学校   

 81 塚本　夕太郎 千葉県立検見川高校   

 83 正田　椋太郎 和歌山県立箕島高等学校   

 83 竹田　駿也 水橋高校   

 85 藤根　大輝 秀明高等学校   

 86 BOYD-HOARE　JAMES オーストラリアフェンシング協会   

 86 小田嶋　美波 横手高校   

 88 八木　翼 静岡県立沼津東高等学校   

 89 服部　龍太郎 エスコラピオス学園海星高等学校   

 90 南川　晃司 仙台市立仙台高等学校   

 91 吉田　龍哉 和歌山県立箕島高等学校   

 92 酒井　冴南 慶應義塾高校   

 93 末廣　和希 立教大学   

 94 髙橋　佑弥 山形県立米沢東高等学校   

 95 高山　悠太 朝日大学   

 96 藤本　侑希 崇徳高等学校   

 97 鈴木　海 千葉県立検見川高校   

 98 大場　勇輔 仙台市立仙台高等学校   

 99 橋本　和樹 金沢西高校   

 100 SNELL　JACK オーストラリアフェンシング協会   

 100 川島　光晴 日本体育大学   

 102 岡村　駿 三重県立鳥羽高等学校   

 102 河合　凌大 法政大学第二高校   

 102 弥永　匠 青山学院高等部フェンシング部   

 105 田村　浩太朗 群馬県立沼田高等学校   

 106 大塚　弘貴 立命館高等学校   

 107 三浦　臣吾 拓殖大学   

 108 福山　恭平 鹿児島県立鹿児島南高等学校   

 108 鈴木　翔太 群馬県立沼田高等学校   

 110 吉田　和也 金沢西高校   

 111 冨田　優作 日本フェンシング研究会   

 112 赤松　樹 龍谷大学付属平安高等学校   

 113 本間　新大 山形県立米沢東高等学校   


