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ﾌﾟｰﾙ番号1

 鈴木　志門 すずき　しもん 本吉町フェンシング協会  
 飯村　一輝 いいむら　かずき 京都フューチャーフェンシングクラブ  
 堀内　智尋 ほりうち　ちひろ 武生JFC  
 柳原　健二郎 やなぎはら　けんじろう ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ  
 黒澤　塁 くろさわ　るい 光が丘フェンシングクラブ  
 関谷　拓実 せきや　たくみ 沼津ＦＣ  

ﾌﾟｰﾙ番号2

 LEE　CHRISTOPHER い　うん HONG KONG SPORT FENCING UNION  
 峰岸　佳吾 みねぎし　けいご 沼田フェンシングクラブ  
 藤野　正真 ふじの　しょうま 富山パレスフェンシングクラブ  
 崎　遼太郎 さき　りょうたろう 京都フューチャーフェンシングクラブ  
 岸本　錬志 きしもと　れんじ トゥッティフェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号3

 保科　幸作 ほしな　こうさく 南箕輪わくわくクラブ  
 橋本　祥英 はしもと　しょうえい 東京フェンシングスクール  
 見目　宏介 けんもく　こうすけ フェンサーズファクトリー  
 米倉　尚輝 よねくら　なおき 気仙沼フェンシング協会  
 安井　琥珀 やすい　こはく 柿の木台スケルマ  

ﾌﾟｰﾙ番号4

 坂口　駿斗 さかぐち　はやと KIRI.JR　フェンシングチーム  
 鈴木　圭祐 すずき　けいすけ 八王子フェンシングクラブ  
 平間　大晟 ひらま　たいせい ＪＶ体育教室  
 CHEN　YI-TUNG (ANTONIO) ちぇん CHINESE TAIPEI  
 福田　亮介 ふくだ　りょうすけ はしまモア  

ﾌﾟｰﾙ番号5

 佐々木　勇真 ささき　ゆうま アプルス  
 須田　高基 すだ　こうき 沼田フェンシングクラブ  
 登内　雄心 とのうち　ゆうじ 長野ジュニアフェンシングクラブ  
 磯部　晴貴 いそべ　はるき 杉並ジュニアＦＴ  
 山内　環太 やまうち　かんた 三島フェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号6

 奈須野　拓人 なすの　たくと 富山パレスフェンシングクラブ  
 ロレンツォーニ　ダビデ ろれんつぉーに 東京アメリカンクラブ  
 高木　夢生 たかぎ　ゆう 川俣町フェンシングスポーツ少年団  
 中谷　亮彦 なかたに　あきひこ 京都きっず  
 小林　塁 こばやし　るい 沼田フェンシングクラブ  
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ﾌﾟｰﾙ番号7

 今井　悠貴 いまい　ゆうき 光ケ丘フェンシングクラブ  
 才木　良太 さいき　りょうた 富山パレスフェンシングクラブ  
 坪　颯登 つぼ　はやと 青森ジュニアクラブ  
 林　勇真 りん　ゆうじん 東京アメリカンクラブ  
 大塚　一慧 おおつか　いっけい ダウンタウンフェンシングアカデミー  

ﾌﾟｰﾙ番号8

 國枝　契太 くにえだ　けいた 大垣クラブ  
 村田　一公 むらた　いっこう 米沢市フェンシングスポーツ少年団  
 姫野　惇 ひめの　じゅん 日本フェンシング研究会  
 花木　ロブ はなき　ろぶ IWATA FENCING CLUB  
 木下　晴翔 きのした　はると 松山ジュニアフェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号9

 小林　慧世 こばやし　えいせい スターフェンシングアカデミー  
 石井　勇多 いしい　ゆうた 水戸クラブ  
 弓長　春明 ゆみなが　はるあき ダウンタウンフェンシングアカデミー  
 飯沼　桜弥 いいぬま　さくや 大穴フェンシングクラブ  
 山田　拓武 やまだ　ひろむ むつジュニアフェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号10

 川村　海以 かわむら　かい 気仙沼フェンシング協会  
 太田　智也 おおた　ともや 長野ジュニアフェンシングクラブ  
 坂藤　秀昌 さかとう　ひでまさ 埼玉エスクリム  
 寺口　優汰 てらぐち　ゆうた 札幌クラブ  
 青木　翔 あおき　しょう ＪＶ体育教室  

ﾌﾟｰﾙ番号11

 中町　鴻太 なかまち　こうた 高岡古城フェンシングクラブ  
 于　大慶 う　だいけい 京都フューチャーフェンシングクラブ  
 笹渕　眞 ささぶち　しん フェンシングステージ  
 須田　寿希 すだ　としき トゥッティフェンシングクラブ  
 松橋　凜 まつはし　りん 合川フェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号12

 杉岡　瑞基 すぎおか　みずき 長野ジュニアフェンシングクラブ  
 千田　一慧 ちだ　いっけい 一関フェンシングスポーツ少年団  
 畑中　滉人 はたなか　あきと むつジュニアフェンシングクラブ  
 西川　晋和 にしかわ　しんや 松江フェンシングクラブ  
 菅原　陸 すがわら　りく 二ツ井ジュニアフェンシングチーム  

ﾌﾟｰﾙ番号13

 弓長　昇主 ゆみなが　たかゆき 名電ジュニアフェンシングクラブ  
 津森　志道 つもり　しどう 松江フェンシングクラブ  
 野村　侑世 のむら　ゆうせい 京都フューチャーフェンシングクラブ  
 平尾　穣司 ひらお　じょうじ 兵庫県  
 高橋　佑太 たかはし　ゆうた 京都きっず  
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ﾌﾟｰﾙ番号14

 石井　豪 いしい　ごう ジュニアフェンシング大分  
 石橋　廉大 いしばし　れんた はしまモア  
 高橋　康希 たかはし　こうき S・E・Aスポーツクラブ  
 水野　功喜 みずの　こうき 津フェンシングクラブ  
 小原　力 おはら　りき 東京アメリカンクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号15

 山﨑　貴史 やまざき　たかし 杉並ジュニアＦＴ  
 荒井　欧祐 あらい　おうすけ トゥッティフェンシングクラブ  
 林　祥太郎 はやし　しょうたろう ワセダクラブ  
 岸本　治衛 きしもと　はるもり 養老ＦＣ  
 野中　琥珀 のなか　こはく 宇都宮フェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号16

 三浦　知哉 みうら　ともや 東京フェンシングスクール  
 景山　優希 かげやま　ゆうき 松江フェンシングクラブ  
 山本　直輝 やまもと　なおき 埼玉エスクリム  
 内田　偉丸 うちだ　いまる サマディフェンシング倶楽部  
 蜂屋　拓磨 はちや　たくま アプルス  

ﾌﾟｰﾙ番号17

 篠田　真吾 しのだ　しんご 高岡古城フェンシングクラブ  
 伊藤　遼貴 いとう　はるき 津フェンシングクラブ  
 大井　龍基 おおい　りゅうき ワセダクラブ  
 ビューワーニック　ショーン びゅーわー 三島フェンシングクラブ  
 小城　颯人 こじょう　はやと 板橋フェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号18

 岡村　怜音 おかむら　れおん 米沢市フェンシングスポーツ少年団  
 河村　一摩 かわむら　かずま はしまモア  
 高野　太陽 たかの　たいよう 秋田市ジュニアフェンサーズ  
 渡邉　万晟 わたなべ　たかあきら 新潟ジュニアフェンシングクラブ  
 中村　駿太 なかむら　しゅんた 長野ジュニアフェンシングクラブ  

ﾌﾟｰﾙ番号19

 加藤　那琉 かとう　なる KIRI.JR　フェンシングチーム  
 鈴木　統吾 すずき　とうご ワセダクラブ  
 門矢　佳大 もんや　けいた 東京フェンシングスクール  
 遠藤　暦 えんどう　れき 米沢市フェンシングスポーツ少年団  
 三浦　悠成 みうら　ゆうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ  

ﾌﾟｰﾙ番号20

 高橋　未楽 たかはし　みらく ワセダクラブ  
 横山　万起 よこやま　かずき 仙台フェンシングクラブ  
 柏谷　祐紀 かしわだに　ゆうき 大阪読売千里クラブ  
 石野　貴一 いしの　きいち 東京都  
 原田　眞太郎 はらだ　しんたろう 杉並ジュニアＦＴ  
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