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 1 福田　亮介 はしまモア    
 2 JOSEPH GLASSON オーストラリア    
 3 加藤　那琉 KIRI.JR　フェンシングチーム    
 3 高橋　康希 S・E・Aスポーツクラブ    
 5 黒澤　塁 光ヶ丘フェンシングクラブ    
 6 橋本　雄偉 日本フェンシング研究会    
 7 小原　力 東京アメリカンクラブ    
 8 弓長　昇主 名電ジュニアフェンシングクラブ    
 9 小城　颯人 板橋フェンシングクラブ    
 10 岸本　錬志 トゥッティフェンシングクラブ    
 11 三浦　悠成 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 12 山﨑　貴史 杉並ジュニア　FT    
 13 峰岸　佳吾 沼田フェンシングクラブ    
 14 安井　琥珀 柿の木台スケルマ    
 15 萩原　嵩造 みなとフェンシングクラブ    
 16 林　勇真 東京アメリカンクラブ    
 17 小林　慧世 スターフェンシングアカデミー    
 18 菊元　雪 河南町フェンシングクラブ    
 19 荒井　欧祐 トゥッティフェンシングクラブ    
 20 西川　晋和 松江フェンシングクラブ    
 21 保科　幸作 南箕輪わくわくクラブ    
 22 杉浦　敬祐 はしまモア    
 23 西村　宗司 香川ジュニアフェンシングクラブ    
 24 幸田　晴孝 KIRI.JR　フェンシングチーム    
 25 横山　慶汰 婦中ＪＦＣ    
 26 原田　眞太郎 杉並ジュニア　FT    
 27 臼井　康晴 気仙沼フェンシング協会    
 28 石橋　廉大 はしまモア    
 29 見目　宏介 フェンサーズファクトリー    
 30 小林　塁 沼田フェンシングクラブ    
 31 小林　未来 中京大学JR.    
 32 清水　野真 ＪＶ体育教室    
 33 藤野　正真 富山パレスフェンシングクラブ    
 34 ビューワーニック　シ 三島フェンシングクラブ    
 35 森　祐偉 ワセダクラブ    
 36 鎌田　晃成 鹿児島ＪＲ.フェンシングクラブ    
 37 坂口　駿斗 KIRI.JR　フェンシングチーム    
 38 平間　大晟 ＪＶ体育教室    
 38 平櫛　征人 沼津フェンシングクラブ    
 40 石橋　臣都 香川JFC    
 41 林　祥太郎 ワセダクラブ    
 42 山田　光凜 トゥッティフェンシングクラブ    
 43 栗田　滉 柿の木台スケルマ    
 44 中澤　正成 市川FC    
 45 千田　一慧 一関フェンシングスポーツ少年団    
 46 遠藤　駿斗 広瀬町フェンシングクラブ    
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 47 岡本　佑介 板橋フェンシングクラブ    
 48 井上　創太 フェンサーズファクトリー    
 49 登内　雄心 長野ジュニアフェンシングクラブ    
 50 菅原　陸 二ツ井ジュニアフェンシングチーム    
 51 米倉　尚輝 九条小学校    
 52 森平　航矢 聖籠ジュニアフェンシングクラブ    
 53 前田　絆成 SEIBUスポーツクラブ    
 54 姫野　駿介 サマディフェンシング倶楽部    
 55 岡田　快斗 別府ジュニアフェンシングクラブ    
 56 小島　宗佑 はしまモア    
 57 田中　大貴 サマディフェンシング倶楽部    
 57 内田　諭志 杉並ジュニア　FT    
 59 中村　駿太 長野ジュニアフェンシングクラブ    
 60 吉田　彪峨 高崎クラブ    
 61 長谷川　匠 秋田市ジュニアフェンサーズ    
 62 田内　渓 はしまモア    
 63 木下　太陽 鳥羽フェンシングクラブ    
 64 庄司　圭佑 アプルス    
 65 松岡　優 宮崎ジュニアフェンシングクラブ    
 66 福島　佑陽 長野ジュニアフェンシングクラブ    
 67 笹渕　眞 フェンシングステージ    
 67 庄司　光太朗 フェンサーズファクトリー    
 69 篠田　真吾 高岡古城フェンシングクラブ    
 70 岡村　怜音 米沢市フェンシングスポーツ少年団    
 71 高橋　橙生 はしまモア    
 72 柏谷　祐紀 大阪読売千里クラブ    
 73 圓尾　晃生 香川ジュニアフェンシングクラブ    
 74 ZHONGHAO ZHANG 中国    
 75 東　陽斗 婦中ＪＦＣ    
 76 大坂　真脩 明石ジュニアフェンシングクラブ    
 77 上京田　陽海 鹿児島ＪＲ.フェンシングクラブ    
 78 松橋　凜 合川フェンシングクラブ    
 79 古市　直大 アレフェンシングチーム    
 79 林　正太郎 徳島クラブ    
 81 金尾　幸平 大阪読売千里クラブ    
 81 上村　明武 東かがわジュニアフェンシングクラブ    
 81 石野　誠也 ワセダクラブ    
 84 佐藤　結弥 おおたスポーツアカデミー    
 85 江崎　蒼一朗 鳥羽フェンシングクラブ    
 85 松本　朔 高崎クラブ    
 87 高野　留聖 聖籠ジュニアフェンシングクラブ    
 88 柴田　晨之介 京都ソレイユ    
 89 安原　佑 京都フューチャーフェンシングクラブ    
 90 土井　翼 沼田フェンシングクラブ    
 91 加賀谷　優斗 秋田市ジュニアフェンサーズ    

 92 高畠　龍斗 婦中ＪＦＣ    
 93 エメド　火庵 杉並ジュニアFT    
 94 堀　智貴 名電ジュニアフェンシングクラブ    
 95 原田　航成 和歌山エスクリムズ    
 96 杉元　達弥 KIRI.JR　フェンシングチーム    
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 97 竹中　大貴 京都きっず    
 98 羽多野　慧 津・みえFC    
 98 渡部　利紀 米沢市フェンシングスポーツ少年団    
 100 古谷　翔吾 台東ジュニアフェンシングクラブ    
 100 茶野　友秋 ダウンタウンフェンシングアカデミー    
 102 中條　雄太 SEIBUスポーツクラブ    
 103 松浦　健祐 はしまモア    
 103 田中　陽 アレフェンシングチーム    
 103 櫻井　快仁 米沢市フェンシングスポーツ少年団    
 106 HAOXIANG ZHOU 中国    
 106 高橋　侑大 京都きっず    
 106 谷合　良太 ＪＶ体育教室    
 106 中山　友希 熊本ジュニアクラブ    
 110 安東　一成 岡山少年クラブ    
 111 中山　洋輔 コスモフェンシングクラブ    
 111 鈴木　志門 本吉町フェンシング協会    
 113 永津　稜麻 名電ジュニアフェンシングクラブ    


