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ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓 ｸﾗﾌﾞ

 1 上野　優斗 大分県立別府翔青高等学校

 2 ジュリアン　ガッツチョーク 東京フェンシングスクール

 3 菅原　康平 秋田市立秋田商業高等学校

 4 藤倉　類 法政大学第二高等学校

 5 松渕　真平 秋田県立秋田北鷹高等学校

 6 井神　俊兵 和北ジュニアクラブ

 7 中村　太郎 ジュニアフェンシング大分

 8 毛利　凌乙 羽島北高校

 9 田中　啓暉 和歌山県立向陽高等学校

 10 村上　拳 松岩中学校

 11 山下　光 和歌山県立向陽中学校

 12 メンドーザ　ミゲール 東京ＯＨＭＥフェンシングクラブ

 13 川村　京太 東京ＯＨＭＥフェンシングクラブ

 14 成田　航也 二ツ井ジュニアフェンシングチーム

 15 荒金　大成 大分県立大分豊府高等学校

 16 小田　隆介 千葉県立検見川高等学校

 17 井川　晃暉 和歌山北高校

 18 溝口　晴也 大垣フェンシングクラブ

 19 ビューワーニック　ダグラス 三島フェンシングクラブ

 20 瓜生　陽 大分県立別府翔青高等学校

 21 福山　澪 鹿児島県立鹿児島南高等学校

 22 吉崎　誓真 熊本県立翔陽高等学校

 22 佐藤　龍 岩手県フェンシング協会

 24 馬場　俊輔 大垣ジュニアフェンシングクラブ

 25 新井　謙信 立教新座中学校

 26 田辺　空我 速星中学校

 27 吉田　圭吾 松山ジュニアフェンシングクラブ

 28 松永　健吾 札幌光星高等学校

 29 山下　燎哉 長崎工業高等学校

 30 浅海　正哉 法政大学第二中学校

 31 仙波　響 河内ＪＦＣ

 32 山田　諒 龍谷大学付属平安高等学校

 33 内ヶ崎　一磨 宮城県仙台南高等学校

 34 北村　透海 法政大学第二高等学校

 35 海老原　樹 埼玉栄高等学校

 36 石井　魁 大分県立別府翔青高等学校

 37 根橋　大空 箕輪進修高校

 38 西口　泰嵩 和北ジュニアクラブ

 39 北村　創拓 東京ＯＨＭＥフェンシングクラブ

 40 原田　晃佑 熊本県立翔陽高等学校

 41 ウェディシンハ　ジュン エスコラピオス学園　海星中・高等学校

 42 森　大翔 和北ジュニアクラブ

 43 冨田　優作 大垣南高校

 44 増田　陽人 岡山大安寺中等教育学校

 45 山本　裕太郎 札幌クラブ

 46 山崎　祥 山口県立熊毛南高等学校

 47 京極　光志 河内ＪＦＣ

 48 伊澤　雄登 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付

 49 鈴木　太智 伊那北高校

 50 江藤　和博 高崎商科大学附属高等学校

 51 加藤　大雅 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付

 52 山田　直澄 大分県立大分豊府高等学校

 53 佐々木　侑真 仙台市立仙台高等学校

 54 永澤　宏紀 慶應義塾湘南藤沢高等部

 55 大竹　諒 姫路ハクチョウFC

 56 田尻　崇史 立教新座高等学校

 57 中村　翔太 熊本県立翔陽高等学校

 58 成田　武永 青森ジュニアクラブ

 58 大坊　康太郎 青森県立田名部高等学校
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 60 水落　典弘 慶應義塾湘南藤沢高等部

 61 髙橋　幹大 群馬県立沼田高等学校

 62 佐野　航琉 富山パレスフェンシングクラブ

 63 大竹　凛 姫路ハクチョウFC

 64 宮崎　泰我 秋田市ジュニアフェンサーズ

 65 山口　改 和北ジュニアクラブ

 66 猪狩　つばさ 仙台フェンシングクラブ

 67 堀部　聖太 岩国ジュニアフェンシングクラブ

 68 宇都木　勇輝 茨城県立緑岡高等学校

 69 藤澤　将匡 本吉町フェンシング協会

 70 髙木　大夢 福島県立川俣高等学校

 71 若月　航矢 青森県立田名部高等学校

 72 畑中　虹大 青森県立田名部高等学校

 73 黒川　康貴 上宮高等学校

 74 酒寄　泰地 金沢西高校

 75 紀村　神魁 東亜学園高等学校

 76 檜垣　純堅 松山ジュニアフェンシングクラブ

 77 山本　真太郎 鹿児島県立鹿児島南高等学校

 78 髙橋　陸 福島県立川俣高等学校

 79 浦川　佳之 エスコラピオス学園　海星中・高等学校

 80 持田　龍平 埼玉栄高等学校

 81 後藤　　匠 山形県立米沢興譲館高等学校

 81 祐福　晃多郎 鹿児島県立鹿児島南高等学校

 83 吉弘　航平 松山ジュニアフェンシングクラブ

 84 小﨑　一磨 鳥羽フェンシングクラブ

 85 河内　陸志 香川県立高松北高等学校

 86 小松　麟太郎 山形県立山形東高等学校

 87 柏原　翔太 平生フェンシングクラブ

 88 高橋　拳一 沼津フェンシングクラブ

 89 足立　響 石川県立金沢西高等学校

 90 津田　定慶 乙訓高校

 91 京極　渉 栃木県立栃木高等学校

 92 今村　成秀 国府台高校

 93 佐々木　功喜 岩手県立一関第二高等学校

 94 石村　隆之介 岩国ジュニアフェンシングクラブ

 95 松浦　開道 水戸クラブ

 95 葉 ローランド 秀峰 JOCエリートアカデミー

 97 藤橋　遼太郎 甲陵高等学校

 98 山内　宏典 高知県立高知南高等学校

 99 今西　佑斗 清風中学校

 ## 木村　汰一 香川県立三本松高校

 ## 金子　将大 新潟県立新潟高等学校

 ## 舩津　光志 福岡県立福岡魁誠高等学校

 ## 宮下　知見 青森県立田名部高等学校

 ## 前谷　拓真 愛媛県立三島高等学校

 ## 小田　翔一朗 ジュニアフェンシング大分

 ## 古川　真明 諫早ジュニアクラブ

 ## 幡野　一貴 甲陵高等学校

 ## 片野　匡人 新潟県立新潟高等学校

 ## 齋藤　圭太 静岡県立沼津東高等学校

 ## 菊次　祐紀 フェンサーズファクトリー

 ## 福島　大和 箕輪進修高校

 ## 山代屋　和史 岩国ジュニアフェンシングクラブ


