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  1 中村　豪 法政大学   
  2 三浦　秀也 気仙沼高校   
  3 小野　真英 早稲田大学   
  4 原田　圭佑 専修大学   
  5 加納　虹輝 山口県立岩国工業高等学校   
  6 村山　健太郎 東亜学園高等学校   
  7 山田　森太郎 中央大学   
  8 角田　秀輝 同志社大学   
  9 鷹野　晴貴 関西学院大学   
  10 吉田　拳 近畿大学   
  11 淺井　俊貴 専修大学   
  12 澤田　晃希 青森県立青森北高等学校今別校舎   
  13 北村　知丈 日本大学   
  14 佐々木　優人 福島県立川俣高等学校   
  15 片元　祐太 山口県立岩国工業高等学校   
  16 篠崎　誠 慶應義塾大学   
  17 古俣　聖 新潟第一高校   
  18 鈴村　健太 大垣南高校   
  19 二ノ宮　浩輔 龍谷大学付属平安高等学校   
  20 石井　一希 山口県立岩国工業高等学校   
  21 小田　康平 朝日大学   
  22 吉田　優希 東京農業大学   
  23 前野　魁人 日本大学   
  24 瀧宮　大介 中央大学   
  25 佐藤　彰太 愛知工業大学   
  26 宮下　翔多 伊那北高校   
  27 増田　陽人 岡山大安寺中等教育学校   
  28 上村　一貴 山形県立米沢東高等学校   
  29 平野　裕也 法政大学第二高等学校   
  30 佐藤　泰大 専修大学   
  31 石田　記也 徳島クラブ   
  32 ウェディシンハ　ジュ エスコラピオス学園　海星中・高等学校   
  33 川北　信海 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付   
  33 田尻　航大 兵庫県立三木高等学校   
  33 田村　昌之 慶應義塾大学   
  36 塩原　智輝 法政大学   
  37 毛利　凌乙 羽島北高校   
  38 小熊　涼太 日本大学   
  39 堀場　涼 山形県立山形東高校   
  40 大城　実澄 群馬県立沼田高等学校   
  41 沢村　拓哉 山口県立岩国工業高等学校   
  42 十河　昌也 香川県立三本松高校   
  43 浅海　正哉 法政大学第二中学校   
  44 伊野　蒼汰 大分県立大分豊府高等学校   
  45 安　雅人 茨城県立水戸第一高等学校   
  46 新田　健人 清風高等学校   
  47 川瀬　紳吾 関西学院大学   
  48 出口　栄久里 札幌光星高等学校   
  49 祐福　晃多郎 鹿児島県立鹿児島南高等学校   
  50 大塚　弘貴 立命館大学   
  51 天粕　 捻大 埼玉栄高等学校   
  52 小倉　大樹 県立鳥取工業高等学校   
  53 清水　雄大 慶應義塾高等学校   
  54 澤　宏尭 法政大学   
  55 柏　大樹 羽島北高校   
  56 武井　倖也 群馬県立沼田高等学校   
  57 松浦　碧也 香川県立三本松高校   
  58 金川　晃大 法政大学第二高等学校   
  59 古田　育男 福岡県立福岡魁誠高等学校   
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  60 清胤　慶英 崇徳高校   
  61 山本　晃太郎 三重県立津東高等学校   
  62 栗原　響 早稲田中学・高等学校   
  63 吉田　龍哉 愛知工業大学   
  64 原田　敦矢 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付   
  65 林　尚弥 千葉県立検見川高等学校   
  66 野口　舞人 鹿児島県立鹿児島南高等学校   
  67 中村　哲也 東亜学園高等学校   
  68 伊東　歩 岩手県立一関第二高等学校   
  69 西　晃成 専修大学   
  70 伊藤　琢磨 大垣南高校   
  71 田村　恵一朗 香川県立三本松高校   
  72 望月　竜馬 甲斐清和高等学校   
  73 熊谷　明大 岩手県立一関第二高等学校   
  74 黒田　龍星 石川県立金沢伏見高等学校   
  75 大塚　純平 東京外国語大学   
  76 秋山　雄大 日本大学三島高等学校   
  77 長島　遼 朝日大学   
  78 服部　由士 京都産業大学   
  79 野村　航大 石川県立金沢伏見高等学校   
  80 菊地　輝 秋田県立横手高等学校   
  80 千葉　凌 岩手県立一関第二高等学校   
  82 伊藤　公 秋田北鷹高校   

  83 及川　誠也 國學院大學   
  83 丹保　諄也 富山県立水橋高等学校   
  83 長生　拓朗 和歌山県立和歌山東高等学校   
  86 滝本　航大 京都産業大学   
  87 大久保　練 国府台高校   
  87 板東　臣斗 香川県立三本松高校   
  89 鈴木　翔 朝日大学   
  90 岡本　卓也 大分県立大分豊府高等学校   
  91 狩野　脩人 札幌光星高等学校   
  92 武井　琉晟 宇都宮フェンシングクラブ   
  93 津島　直哉 東北大学   
  94 熊谷　柊登 仙台市立仙台高等学校   
  95 小林　慶祐 新潟県立新潟高等学校   
  95 西　拓樹 龍谷大学   
  95 天谷　宥貴 龍谷大学付属平安高等学校   
  95 内村　宥基 和歌山北高校   
  99 岡田　翔真 香川県立三本松高校   
  100 矢野　成豪 熊本県立翔陽高等学校   
  101 遠山　雄大 至学館高校   
  101 山本　雄斗 大阪大学   
  101 濱根　尚和 長崎県立諫早商業高等学校   
  104 清水　駿斗 山口県立岩国工業高等学校   
  105 山野　航平 沼津西高等学校   
  106 安藏　一騎 茨城県立緑岡高等学校   
  107 尾賀　涼太 岡山県立西大寺高等学校   
  108 帯金　瞭 甲斐清和高等学校   
  109 中村　隼也 近畿大学   
  110 上田　瑶 岡山県立玉野光南高等学校   
  111 西本　光希 熊本県立翔陽高等学校   
  112 山崎　紘貴 立教新座高等学校   
  112 土井　荘平 清風高等学校   
  114 伊藤　海之亮 宇都宮フェンシングクラブ   
  115 小林　勇気 高崎商科大学附属高等学校   
  116 立石　凛羽 長崎県立諫早商業高等学校   


