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順
位 名前  ｸﾗﾌﾞ 

 1   金子　健司   日本大学   1   佐々木　光   朝日大学 

 2   横尾 知浩   法政大学   2   安田　早希   岐阜各務野高校 

 3   森川奨太   中央大学   3   木村　結   柳井学園高等学校 

 4   島田　翔大   愛知工業大学   4   小崎　流菜   朝日大学 

 5   長内　勇樹   日本体育大学   5   檜谷　幸   日本大学 

 6   森　皓己   愛知工業大学名電高等学校   6   山下りりか   立命館大学 

 7   清水　崇史   箕輪中学校   7   奥田 彩乃   法政大学 

 8   鶴田　浩一朗   朝日大学   8   田中　彩花   羽島北高校 

 9   森多　諒   柳井エスクリム   9   徳田　朱里   専修大学 

 9   田中亘   関西大学   10   服部　妃冬未   佐賀県立佐賀商業高校 

 9   渡邊裕斗   岐阜県立大垣南高等学校   11   白峰　杏香   三島高校 

 12   佐藤　真春   福島県立川俣高等学校   12   向井　晴香   朝日大学 

 12   村岡　聡丞   日本体育大学   13   桑井友里恵   関西大学 

 14   山北格也   中央大学   14   狩野　菜々子   日本体育大学 

 15   鹿島　康利   日本体育大学   15   安部　詩織   香川県立三本松高校 

 16   吉井 想   法政大学   16   原　侑子   関西学院大学 

 17   青路　恒幸   日本大学   17   藤美月   岐阜県立大垣南高等学校 

 17   髙橋　良介   香川県立三本松高校   18   橋本　悠加   香川県立三本松高校 

 19   満生 燿一朗   慶應義塾大学   19   福島　涼香   慶応義塾大学 

 20   可児　将矢   岐阜各務野高校   20   宮田　遥奈   羽島北高校 

 21   江川　颯一   専修大学   21   西原　桃子   岐阜各務野高校 

 22   山田　拓輝   慶應義塾高校   22   濵野　望来   香川県立三本松高校 

 22   柏木　慈理   ｴｽｺﾗﾋﾟｵｽ学園　海星高等学校   23   山下　さや香   朝日大学 

 24   加太 達也   慶應義塾大学   24   四井　真里奈   岐阜県立揖斐高等学校 

 25   服部　龍太郎   関西学院大学   25   北村　　美里   広島県立神辺旭高校 

 26   齊田　健吾   立教新座中学校・高等学校   26   三井　友美   朝日大学 

 27   髙木　拓哉   京都産業大学   27   間宮　菜奈未   岐阜各務野高校 

 28   杉本隆大   ワセダクラブ   28   中屋　　暁   羽島北高校 

 28   藤村　駿   法政大学第二高等学校   29   名和真由香   岐阜県立大垣南高等学校 

 30   窪田　開   慶應義塾高校   30   鈴木　薫代   三重県立津東高等学校 

 31   中村　豪   上宮高校   31   成木　温美   香川県立高松北高等学校 

 32   福本晃大   岐阜県立大垣南高等学校   32   中野　紗希   三重県立津東高等学校 

 33   南　大地   愛知工業大学   32   舛形　裕子   香川県立高松高等学校 

 34   川島　光晴   日本体育大学   32   佐々木　真央   専修大学 

 35   川北　拡純   香川県立三本松高校   32   唐渡　真由実   香川県立高松高等学校 

 36   入生　雅史   朝日大学   36   野田　　彩加   広島県立神辺旭高校 
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 38   谷口　敦彦   京都産業大学 

 39   澤田　佳樹   羽島北高校 

 40   荒銀　大地   朝日大学 

 41   武山　達   早稲田大学   59   山口　航太   三島高校 

 42   西森　大起   香川県立三本松高校   60   安間陸   法政大学第二高等学校 

 43   坪井　瞭   羽島北高校   61   小西　玄泰   鳥取工業高校 

 44   首藤　麟太郎   慶應義塾高校   62   魚躬　裕介   法政大学第二高等学校 

 45   村上　貴浩   山口県立岩国工業高等学校   63   古田　凌大   法政大学第二高等学校 

 46   小松崎資   中央大学   64   下野　真輝   香川県立高松高等学校 

 47   藤本　侑希   崇徳高校   65   河合 凌大   鎌倉フェンシング協会 

 47   武捨　大輔   法政大学第二高等学校   66   高橋　　裕登   盈進学園高校 

 49   福山　恭平   鹿児島南高等学校   67   岡田　凌河   岐阜各務野高校 

 50   田中　峰郎   関西学院大学   68   新井　隆文   慶應義塾高校 

 51   市ノ瀬　拓弥   香川県立三本松高校   69   増田　俊紀   香川県立高松高等学校 

 51   別府　和哉   法政大学第二高等学校   69   秋山世成   法政大学第二高等学校 

 53   高見澤健介   法政大学第二高等学校   69   東　虎太郎   鹿児島南高等学校 

 53   六浦　克幸   岐阜各務野高校   72   東原　有   香川県立高松高等学校 

 55   栗田　真生   上宮高校   72   奥山　陸   香川県立高松北高等学校 

 56   中村　冠太   立教新座中学校・高等学校   74   松浦　優真   香川県立高松高等学校 

 57   山名　星文   法政大学第二高等学校   75   篠原 遼   慶應義塾大学 
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