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 1 ﾛﾚﾝﾂｫｰﾆ ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ 東京アメリカンクラブ     
 2 島内 遥⼤ ダウンタウンフェンシ     
 3 鈴⽊ 統吾 ワセダクラブ     
 4 石井 勇多 ⽔⼾クラブ     
 5 橋本 祥英 ⽴教新座中学校     
 6 川手 潤平 高崎クラブ     
 7 磯部 晴貴 杉並ジュニア     
 8 千田 順正 ダウンタウンフェンシ     
 9 高橋 康希 Ｓ・Ｅ・Ａスポーツク     
 10 姫野 惇 八王子フェンシング     
 11 角坂 ⼤陸 ⽴教新座中学校     
 12 佐藤 陽南 ゴールドジム⼾塚神奈     
 13 山本 直輝 埼玉エスクリム     
 14 坂藤 秀昌 三田フェンシンググラ     
 15 小野 颯真 ダウンタウンフェンシ     
 16 ⿊澤 塁 光ヶ丘フェンシングク     
 17 上出 ⽇向 板橋フェンシングクラ     
 17 森 祐偉 ワセダクラブ     
 19 石井 達哉 ⽴教新座中学校     
 20 小林 慧世 スターフェンシングア     
 21 ⼸⻑ 春明 ダウンタウンフェンシ     
 22 ⻘⽊ 元汰 宇都宮フェンシングク     
 23 ⼤貫 翼 おおたスポーツアカデ     
 24 峰岸 佳吾 沼田フェンシングクラ     
 25 伊藤 海之亮 宇都宮フェンシングク     
 26 三浦 知哉 東京都フェンシングス     
 27 松井 快人 ⽔⼾クラブ     
 28 ⼤塚 昂輝 東京ＯＨＭＥフェンシ     
 29 甲斐 優⼤ ⽴教新座中学校     
 30 髙橋 未楽 ⽴教新座中学校     
 31 荒井 欧祐 トゥッティフェンシン     
 32 原田 眞太郎 杉並ジュニア     
 33 小原 ⼒ 東京アメリカンクラブ     
 34 ⾒目 宏介 フェンサーズファクト     
 35 林 祥太郎 ワセダクラブ     
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 36 平井 雄⼤ 法政⼤学第二中学校     
 36 平野 遼 おおたスポーツアカデ     
 38 ⻘⽊ 武蔵 沼田フェンシングクラ     
 39 倉 明生 法政⼤学第二中学校     
 40 須田 高基 沼田フェンシングクラ     
 41 松本 純也 沼田フェンシングクラ     
 42 酒井 哉瑠 フェンシングステージ     
 43 小貫 暁人 千葉県フェンシング協     
 44 坂口 駿斗 ＫＩＲＩ．ＪＲフェン     
 45 佐藤 颯太 杉並ジュニア     
 45 杉元 達弥 ＫＩＲＩ．ＪＲフェン     
 47 ⽔本 拓実 北区フェンシングクラ     
 48 小城 颯人 板橋フェンシングクラ     
 49 桐谷 駿輔 慶應義塾湘南藤沢中等     
 50 岸本 錬志 トゥッティフェンシン     
 51 加藤 那琉 ＫＩＲＩ．ＪＲフェン     
 52 安井 琥珀 柿の⽊台スケルマ     
 53 ⻄尾 有紀哉 ⽴教新座中学校     
 54 市川 恋羽 前橋クラブ     
 55 吉田 彪峨 高崎クラブ     
 56 宮崎 優翔 埼玉エスクリム     
 57 土井 翼 沼田フェンシングクラ     
 58 柳原 健二郎 ゴールドジム⼾塚神奈     
 59 瀬角 心之介 ⽴教新座中学校     
 60 堀江 志堂 フェンサーズファクト     
 61 伊藤 勇吾 ダウンタウンフェンシ     
 62 小林 塁 沼田フェンシングクラ     
 63 井上 創太 フェンサーズファクト     

 64 清⽔ 俊匡 柿の⽊台スケルマ     
 65 関口 光一 ⽴教新座中学校     
 66 茂⽊ 廉苑 高崎クラブ     
 67 ⼤胡 拓夢 おおたスポーツアカデ     
 68 齊藤 幸海 沼田フェンシングクラ     
 69 堀越 崇秀 ⽴教新座中学校     
 70 増田 光 ⽴教新座中学校     
 71 ⾦田 圭太 ⽴教新座中学校     
 72 野中 琥珀 宇都宮フェンシングク     
 73 関 裕保 埼玉栄中学校     
 74 安 陽生 ⽔⼾クラブ     
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 75 加藤 秀樹 沼田フェンシングクラ     
 76 榎本 ⼤⻘ ＪＶ体育教室     
 77 杉﨑 建斗 埼玉栄中学校     
 78 浦部 光 ⽴教新座中学校     
 79 竹内 創太朗 サマディフェンシング     
 80 阿部 祐士 埼玉栄中学校     
 80 佐藤 結弥 おおたスポーツアカデ     
 82 石川 凌雅 山梨ジュニアＦＣ     
 82 渡邊 遼太朗 ⽇本フェンシング研究     
 82 薄葉 零 埼玉栄中学校     
 85 ブリヨ 天雄 北区フェンシングクラ     
 85 樺澤 ⼤成 高崎クラブ     
 85 野村 祐之亮 埼玉栄中学校     
 88 安達 悠⼤ 埼玉栄中学校     
 88 宮﨑 航太郎 埼玉栄中学校     
 88 野村 宗純 ⽴教新座中学校     


