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順
位 名前  ｸﾗﾌﾞ 

 1   加納　虹輝   山口県立岩国工業高等学校   1   馬場晴菜   岐阜県立大垣南高等学校 

 2   金川　晃大   法政大学第二高等学校   2   白峰杏美   同志社大学 

 3   田尻　航大   兵庫県立三木高等学校   3   河瀬　珠恵   鶯谷高等学校 

 4   毛利　凌乙   羽島北高校   4   種田　多恵   三島高校 

 5   北村　知丈   日本大学   5   武藤　瑞樹   山口県立岩国工業高等学校 

 6   十河　昌也   香川県立三本松高校   6   吉村　美穂   立命館守山高校 

 7   清水　雄大   慶応義塾高校   7   荻原　幸那   専修大学 

 8   田村　恵一朗   香川県立三本松高校   8   原田　紗希   ワセダクラブ 

 9   塩原 智輝   法政大学   9   加藤　有倭香   中京大学 

 10   増田　陽人   岡山大安寺中等教育学校   10   駒場　みなみ   富山県立富山西高等学校 

 11   西　晃成   専修大学   11   山口　美里   鹿児島南高等学校 

 12   鈴木　翔   朝日大学   12   村上　奈津希   関西学院大学 

 13   沢村　拓哉   山口県立岩国工業高等学校   13   小田　しほり   朝日大学 

 14   ｳｪﾃﾞｨｼﾝﾊ　ｼﾞｭﾝ   ｴｽｺﾗﾋﾟｵｽ学園　海星高等学校   14   坂場　有華   横浜商科大学高校 

 15   原田　敦矢   愛知工業大学名電高等学校   15   橘　美紗   香川県立三本松高校 

 16   瀧宮大介   中央大学   16   加藤早絵   静岡県立沼津西高等学校 

 17   木全　裕大   愛知工業大学名電高等学校   17   松山　絢香   日本体育大学 

 18   山本　晃太郎   三重県立津東高等学校   18   前田　友菜   富山県立富山西高等学校 

 19   川瀬　紳吾   関西学院大学   19   髙塚悠希子   東京フェンシングスクール 

 20   山田森太郎   中央大学   20   長久　菜都美   広島県立神辺旭高校 

 21   佐藤　泰大   専修大学   21   尾矢二千花   中京大学附属中京高等学校 

 22   松浦　碧也   香川県立三本松高校   22   久末　汐里   渋谷幕張高校 

 23   石井　一希   山口県立岩国工業高等学校   23   影山　野希花   杉並ジュニアFT 

 23   淺井　俊貴   専修大学   24   能瀬みずき   同志社大学 

 25   滝本　航大   京都産業大学   25   寺山珠樹   大山崎中学校 

 26   小倉　大樹   鳥取工業高校   26   村上　夏希   三重県立津東高等学校 

 27   前野　魁人   日本大学   27   深見　侑加   岐阜県立揖斐高等学校 

 28   澤 宏堯   法政大学   28   井上　莉緒   羽島北高校 

 29   守屋　蒼   立教新座中学校・高等学校   29   中島　真実   羽島北高校 

 30   岡田　翔真   香川県立三本松高校   30   植田　千穂   香川県立三本松高校 

 30   石田　記也   徳島クラブ   31   竹内　実祥   佐賀県立佐賀商業高校 

 32   鷹野　晴貴   関西学院大学   32   中山　三沙希   朝日大学 

 33   田村純也   慶応義塾高校   33   大北　美来   大成高校 

 34   緒方　祐   立教新座中学校・高等学校   34   中浦　柚樹   帝塚山学院高等学校 

 35   小田　康平   朝日大学   35   田村佳奈恵   高知南高校 

 36   原田　圭佑   専修大学   36   小田　みはる   別府市立別府商業高等学校 

 37   田中亘   関西大学   37   中村　遥香   香川県立三本松高校 

 38   加藤　雅望   愛知工業大学名電高等学校   38   渡邊美月   岐阜県立大垣南高等学校 

 39   柏　大樹   羽島北高校   39   渡辺　綺華   広島県立神辺旭高校 

 40   増田　俊紀   香川県立高松高等学校   40   髙橋佳奈美   岐阜県立大垣南高等学校 

 41   關　大生   慶応義塾高校   41   瀬古　彩加   羽島北高校 

 42   藤井　凌大   秋田県立秋田北鷹高校   42   星合　萌衣   三重県立津東高等学校 

 43   山下　恵資   法政大学第二高等学校   43   岸田　美穂   香川県立高松北高等学校 

 43   祐福　晃多郎   鹿児島南高等学校   44   小塚　愛理   香川県立高松高等学校 

 45   伊藤琢磨   岐阜県立大垣南高等学校   45   近藤　環   香川県立高松高等学校 

 46   原田　吉宏   山口県立岩国工業高等学校   46   斉田　真奈   岐阜各務野高校 

 47   吉田 拳   近畿大学   47   島津　萌渚   香川県立三本松高校 

 48   小熊　涼太   日本大学   48   稲垣　はるな   徳島県立城ノ内高等学校 

 49   荏原直希   法政大学第二高等学校  Document Engarde - 2015/07/19 19:14:08

 50   梅沢　汰一   慶応義塾高校 

 51   長島　遼   朝日大学 

 52   上田　瑶   岡山県立玉野光南高等学校   64   後藤　貴紀   岐阜各務野高校 

 53   ?澤　光翔   立教新座中学校・高等学校   65   若菜　一誠   香川県立高松北高等学校 

 54   品川　敬昇   山口県立岩国工業高等学校   66   板東　臣斗   香川県立三本松高校 

 55   中村 隼也   近畿大学   67   間嶋　陸   香川県立高松高等学校 

 56   戸嶋　陸二   法政大学第二高等学校   68   近藤　翼   香川県立高松高等学校 

 57   岩本　青龍   中京大学ＪＲ   69   蜂須賀　啓太   香川県立高松北高等学校 

 58   大森　一輝   香川県立高松北高等学校   70   笹俣　仁希   岐阜各務野高校 

 59   服部　由士   京都産業大学   70   小河　舜矢   香川県立高松高等学校 

 60   久世　竜希   岐阜各務野高校   72   森　健斗   上宮高校 

 61   永田　健人   岐阜各務野高校   73   栗田　真生   上宮高校 

 62   伊藤友祐   岐阜県立大垣南高等学校   74   奥川　廉太郎   香川県立三本松高校 

 63   清水　駿斗   山口県立岩国工業高等学校  Document Engarde - 2015/07/19 19:13:15
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