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1 西藤 俊哉 さいとう　としや JOCエリートアカデミー

2 伊藤　拓真 いとう　たくま 大垣南高校

3 鈴村　健太 すずむら　けんた 大垣南高校

4 安部　慶輝 あべ　よしき 拓殖大学

5 野口　凌平 のぐち　りょうへい 法政大学

6 永野 雄大 ながの　ゆうだい JOCエリートアカデミー

6 敷根　崇裕 しきね　たかひろ 東亜学園高校

8 菅原　康平 すがわら　こうへい 秋田市立秋田商業高等学校

9 三浦　秀也 みうら　ひでや 気仙沼高校

10 井川　晃暉 いがわ　こうき 和歌山北高校

11 松浦　碧也 まつうら　せいや 香川県立三本松高校

12 敷根　章裕 しきね　あきひろ 法政大学

13 佐々木　涼真 ささき　りょうま 日本大学

14 北村　透海 きたむら　とうかい 法政大学第二高等学校

15 岸　貴範 きし　たかのり 明治大学

16 榎本　芽玖 えのもと　がく 和歌山北高校

17 松村　侑馬 まつむら　ゆうま 和歌山北高校

18 竹田　陸人 たけだ　りくと 早稲田大学

19 久米　春貴 くめ　はるき 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校

20 舩本　宗一郎 ふなもと　そういちろう 日本大学

21 佐々木　拓海 ささき　たくみ 山口県立岩国工業高等学校

22 内村　宥基 うちむら　ゆうき 和歌山北高校

23 篠原　瑞公 しのはら　みずき 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校

24 福山　澪 ふくやま　れい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

25 上野　優斗 うえの　ゆうと 大分県立別府翔青高等学校

26 髙橋　恋 たかはし　れん 福島県立川俣高等学校

27 辻　高明 つじ　たかあき 日本体育大学

28 石井　魁 いしい　かい 大分県立別府翔青高等学校

29 山崎　祥 やまさき　しょう 山口県立熊毛南高等学校

30 田中　啓暉 たなか　ひろき 和歌山県立向陽高等学校

31 森　皓己 もり　こうき 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校

32 小御門　勇稀 こみかど　ゆうき 慶應義塾大学

33 岩下　琢哉 いわした　たくや 立命館大学

34 眞田　涼太 さなだ　りょうた 札幌光星高等学校

35 勅使河原　知大 てしがわら　ちひろ 羽島北高校

36 道脇　啓太 みちわき　けいた 明治大学

37 鈴木　武 すずき　たける 明治大学

38 池畑　亮太郎 いけはた　りょうたろう 明治大学

39 神杉　諒太 かみすぎ　りょうた 山口県立岩国工業高等学校

40 奥武　大輔 おくたけ　だいすけ 大分県立大分豊府高校

40 荒金　大成 あらかね　たいせい 大分県立大分豊府高校

40 丹羽　壮太 にわ　そうた 愛知工業大学名電高等学校・愛知工業大学付属中学校

43 中川　啓瑛 なかがわ　はるあき 慶應義塾大学

44 尾川　世我 おがわ　せが 熊本県立翔陽高等学校

45 丹保　諄也 たんぽ　じゅんや 富山県立水橋高等学校

46 古田　育男 ふるた　いくお 福岡県立福岡魁誠高等学校

46 村元　友大 むらもと　ゆうだい 埼玉栄高等学校

48 五十畑　輝 いそはた　ひかる 千葉県立検見川高等学校

49 武井　倖也 たけい　こうや 群馬県立沼田高等学校

50 藤倉　類 ふじくら　るい 法政大学第二高等学校

50 梅山　幹 うめやま　かん 慶應義塾高等学校

52 松渕　真平 まつぶち　しんぺい 秋田県立秋田北鷹高等学校

53 ビューワーニック　ダグラス びゅーわーにっく　 三島フェンシングクラブ

53 安部　克啓 あべ　かつひろ 秋田県立秋田北鷹高等学校

53 小澤　将也 おざわ　しょうや 中央大学

56 川村　京太 かわむら　きょうた 東京ＯＨＭＥフェンシングクラブ

57 メンドーザ　ミゲール めんどーざ　みげーる 東京ＯＨＭＥフェンシングクラブ

58 薗田　嶺太 そのだ　れいた 千葉県立検見川高等学校

59 西川　佳宏 にしかわ　よしひろ 日本体育大学
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60 中村　豪 なかむら　ごう 上宮高等学校

61 鷺山　伊織 さぎやま　いおり 日本体育大学

62 服部　龍太郎 はっとり　りゅうたろう 関西学院大学

63 吉口　雄也 よしぐち　ゆうや 沼津市立沼津高等学校　市立沼津

64 小松　麟太郎 こまつ　りんたろう 山形県立山形東高等学校

65 平松　海成 ひらまつ　かいせい 箕輪進修高校

66 髙木　拓哉 たかぎ　たくや 京都産業大学

67 飯田　綾也 いいだ　りょうや 日本大学

68 浦田　尚吾 うらた　しょうご 愛知工業大学

69 溪　晃太郎 たに　こうたろう 慶應義塾大学

70 野口　舞人 のぐち　まいと 鹿児島県立鹿児島南高等学校

71 久保田　椋也 くぼた　りょうや 朝日大学

72 伊藤　大輝 いとう　ひろき 埼玉栄高等学校

73 長内　勇樹 おさない　ゆうき 日本体育大学

74 谷口　友作 たにぐち　ゆうさく 龍谷大学

75 北島　慎也 きたじま　しんや 慶應義塾大学

76 根橋　大空 ねばし　たかあき 箕輪進修高校

77 井神　俊兵 いかみ　しゅんぺい 和北ジュニアクラブ

78 田高　広基 たこう　ひろき 専修大学

79 功刀　礼文 くぬぎ　れぶん 立教大学

80 石田　元輝 いしだ　げんき 長崎工業高等学校

81 早野　雄貴 はやの　ゆうき 大垣南高校

82 大村　貴之 おおむら　たかゆき 鹿児島県立鹿児島南高等学校

83 岡本　陽介 おかもと　ようすけ 和歌山県立和歌山東高等学校

84 山本　晃太郎 やまもと　こうたろう 三重県立津東高等学校

85 石附　洵之介 いしづき　じゅんのすけ 東京学館新潟高校

85 齋藤　明輝 さいとう　はるき 沼津フェンシングクラブ

87 村岡　聡丞 むらおか　さとし 日本体育大学

88 谷口　敦彦 たにぐち　あつひこ 京都産業大学

89 廣瀬　新 ひろせ　あらた 福島県立福島高等学校

90 塩澤　青空 しおざわ　せいくう 箕輪進修高校

91 樋口　啓紀 ひぐち　ひろき 大分県立大分豊府高校

92 河﨑　耀 かわさき　ひかる 石川県立松任高等学校

93 川北　拡純 かわきた　ひろずみ 香川県立三本松高校

94 大塚　弘貴 おおつか　ひろき 立命館大学

95 石田　記也 いしだ　よしや 徳島クラブ

95 中村　颯汰 なかむら　そうた 県立鳥取工業高等学校

97 日裏　悠 ひうら　ゆう 和歌山県立和歌山東高等学校

98 毛利　凌乙 もうり　りく 羽島北高校

99 大城　実澄 おおしろ　ますみ 群馬県立沼田高等学校

100 吉永　亘佑 よしなが　こうすけ 埼玉栄高等学校

101 板東　臣斗 ばんどう　おみと 香川県立三本松高校

102 川瀬　紳吾 かわせ　しんご 関西学院大学

103 遠山　雄大 とおやま　ゆうた 至学館高校

104 相馬　雅樹 そうま　まさき 熊本県立翔陽高等学校

105 東　遼太 ひがし　りょうた 中央大学

106 原田　晃佑 はらだ　こうすけ 熊本県立翔陽高等学校

107 渡邉　奏平 わたなべ　そうへい 新潟高校

108 三村　隼太 みむら　はやた エスコラピオス学園　海星中・高等学校

109 山口　航太 やまぐち　こうた 愛媛県立三島高等学校

110 望月　竜馬 もちづき　りょうま 甲斐清和高等学校

111 髙橋　利貴 たかはし　かずき 福島県立川俣高等学校

112 清胤　慶英 きよたね　よしひで 崇徳高校

113 内ヶ崎　一磨 うちがさき　かずま 宮城県仙台南高等学校

114 麻生川　昌平 あそがわ　しょうへい 清風高等学校

115 木村　奎太朗 きむら　けいたろう 龍谷大学付属平安高等学校

116 澤田　晃希 さわだ　こうき 青森県立青森北高等学校今別校舎

117 田村　浩太朗 たむら　こうたろう 群馬県立沼田高等学校

118 賀來　昌一郎 かく　しょういちろう 立命館大学

119 服部　由士 はっとり　ゆいと 京都産業大学

120 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 龍谷大学付属平安高等学校

121 ウェディシンハ　ジュン うぇでぃしんは　じゅん エスコラピオス学園　海星中・高等学校
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122 國米　兼弥 こくまい　けんや 愛媛県立三島高等学校

123 鹿島　康利 かしま　やすとし 日本体育大学

124 岡村　駿 おかむら　しゅん 三重県立鳥羽高等学校

125 竹田　駿也 たけだ　しゅんや 富山県立水橋高等学校

126 京極　渉 きょうごく　わたる 栃木県立栃木高等学校

127 酒井　皓平 さかい　こうへい 東北大学

128 新澤　豪規 しんざわ　ごうき 龍谷大学付属平安高等学校

128 田中　惣大 たなか　そうた 県立鳥取工業高等学校

130 太田　匡哉 おおた　まさや 石川県立松任高等学校

131 林田　耕三 はやしだ　こうぞう 長崎工業高等学校

132 青木　元汰 あおき　げんた 宇都宮フェンシングクラブ

133 滝本　航大 たきもと　こうだい 京都産業大学

133 難波　行英 なんば　ゆきひで 岡山県立西大寺高等学校

135 正田　椋太郎 しょうだ　りょうたろう 龍谷大学

136 帯金　瞭 おびがね　りょう 甲斐清和高等学校

136 堀場　涼 ほりば　りょう 山形県立山形東高等学校

138 川島　光晴 かわしま　こうせい 日本体育大学

139 藤岡　玄弥 ふじおか　げんや 岡山県立玉野光南高等学校

140 河合　哲誠 かわい　てつまさ 静岡県立沼津東高等学校

141 大江　時生 おおえ　ときお 専修大学


