
第２５回ＪＯＣジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会（ｼﾞｭﾆｱ）
：参加資格変更者

NO 参加者名 ふりがな 協会登録所属名 性別 参加資格 競技種目 支部名
1 浅海　聖哉 あさみ　せいや 埼玉エスクリム 男性 1 エペ 埼玉県フェンシング協会
2 浅海　正哉 あさみ　まさや 法政大学第二高等学校 男性 1 エペ 神奈川県フェンシング協会
3 麻生川　昌平 あそがわ　しょうへい 関西学院大学 男性 5 エペ 兵庫県フェンシング協会
4 荒金　泰成 あらかね　たいせい 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 エペ 大分県フェンシング協会
5 安齋　一豪 あんざい　かずひで 法政大学第二高等学校 男性 15 エペ 神奈川県フェンシング協会
6 池田　優作 いけだ　ゆうさく 香川県立三本松高等学校 男性 2 エペ 香川県フェンシング協会
7 石井　一希 いしい　かずき 中央大学 男性 3 エペ 東京都フェンシング協会
8 伊東　歩 いとう　あゆむ 日本大学 男性 3 エペ 東京都フェンシング協会
9 伊藤　海之亮 いとう　うみのすけ 宇都宮フェンシングクラブ 男性 15 エペ 栃木県フェンシング協会
10 伊藤　颯馬 いとう　そうま 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 15 エペ 秋田県フェンシング協会
11 伊藤　貴斗 いとう　たかと 岐阜県立大垣南高等学校 男性 15 エペ 岐阜県フェンシング協会
12 井上　桂太 いのうえ　けいた 関西大学 男性 5 エペ 大阪府フェンシング協会
13 井上　貴斗 いのうえ　たかと 三重県立津東高等学校 男性 15 エペ 三重県フェンシング協会
14 井上　誉聡 いのうえ　たかとみ 愛知工業大学名電高等学校 男性 15 エペ 愛知県フェンシング協会
15 入谷　和輝 いりたに　かずき 香川県立三本松高等学校 男性 15 エペ 香川県フェンシング協会
16 岩崎　友哉 いわさき　ゆうや 北杜市立甲陵高等学校 男性 15 エペ 山梨県フェンシング協会
17 ウェディシンハ　ジュン うぇでぃしんは　じゅん 立命館大学 男性 3 エペ 京都府フェンシング協会
18 牛草　倫太朗 うしくさ　りんたろう 立教新座高等学校 男性 15 エペ 埼玉県フェンシング協会
19 内山　太智 うちやま　たいち 東京学館新潟高等学校 男性 15 エペ 新潟県フェンシング協会
20 宇都木　勇輝 うつぎ　ゆうき 茨城県立緑岡高等学校 男性 6 エペ 茨城県フェンシング協会
21 大﨑　練介 おおさき　れんすけ 慶應義塾高等学校 男性 1 エペ 神奈川県フェンシング協会
22 大城　実澄 おおしろ　ますみ 山梨クラブ 男性 15 エペ 山梨県フェンシング協会
23 太田　航輔 おおた　こうすけ 和歌山県立和歌山東高等学校 男性 15 エペ 和歌山県フェンシング協会
24 大津　陽平 おおつ　ようへい 福島県立川俣高等学校 男性 15 エペ 福島県フェンシング協会
25 大西　ひかる おおにし　ひかる 山形県立米沢興譲館高等学校 男性 15 エペ 山形県フェンシング協会
26 大谷　謙介 おおや　けんすけ アプルス 男性 13 エペ 山形県フェンシング協会
27 沖本　竜輝 おきもと　りゅうき 山口県立岩国工業高等学校 男性 15 エペ 山口県フェンシング協会
28 奥山　陸 おくやま　りく 立命館大学 男性 5 エペ 京都府フェンシング協会
29 小倉　大樹 おぐら　だいき 朝日大学 男性 5 エペ 岐阜県フェンシング協会
30 小栗　理基 おぐり　りき 埼玉栄高等学校 男性 15 エペ 埼玉県フェンシング協会
31 小津　貴規 おづ　たかのり 京都産業大学 男性 5 エペ 京都府フェンシング協会
32 音丸　大樹 おとまる　たいき 山口県立岩国工業高等学校 男性 15 エペ 山口県フェンシング協会
33 甲斐　智貴 かい　ともき 宮崎県立宮崎南高等学校 男性 15 エペ 宮崎県フェンシング協会
34 柏崎　瑞仁 かしわざき　あやひと 青森県立田名部高等学校 男性 15 エペ 青森県フェンシング協会
35 片元　祐太 かたもと　ゆうた 愛知工業大学 男性 5 エペ 愛知県フェンシング協会
36 加藤　巨樹 かとう　なおき 富山県立水橋高等学校 男性 15 エペ 富山県フェンシング協会
37 加藤　雅望 かとう　まさみ 愛知工業大学名電高等学校 男性 2 エペ 愛知県フェンシング協会
38 金田　和樹 かねだ　かずき 東京農業大学 男性 (3) エペ 東京都フェンシング協会
39 金髙　大乘 かねたか　たいじょう 香川県立高松北高等学校 男性 1 エペ 香川県フェンシング協会
40 上出　日向 かみで　ひゅうが 板橋フェンシングクラブ 男性 15 エペ 東京都フェンシング協会
41 上村　一貴 かみむら　かずき 専修大学 男性 5 エペ 神奈川県フェンシング協会
42 川﨑　陸 かわさき　りく 尚絅学院高等学校 男性 15 エペ 宮城県フェンシング協会
43 川端　真綸 かわばた　まいと 群馬県立沼田高等学校 男性 15 エペ 群馬県フェンシング協会
44 木内　寛哉 きうち　ひろや 千葉県立検見川高等学校 男性 15 エペ 千葉県フェンシング協会
45 菊池　正太郎 きくち　しょうたろう 山口県立岩国工業高等学校 男性 2 エペ 山口県フェンシング協会
46 菊池　隆太 きくち　りゅうた 青森県立田名部高等学校 男性 15 エペ 青森県フェンシング協会
47 木澤　聡志 きざわ　さとし 石川県立金沢西高等学校 男性 15 エペ 石川県フェンシング協会
48 木村　航太 きむら　こうた 國學院大學 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
49 日下　航大 くさか　こうだい 札幌光星高等学校 男性 15 エペ 北海道フェンシング協会
50 栗田　藍央 くりた　あお 専修大学 男性 5 エペ 神奈川県フェンシング協会
51 小林　大翔 こばやし　ひろと 神奈川県立湘南高等学校 男性 15 エペ 神奈川県フェンシング協会
52 小林　勇気 こばやし　ゆうき 朝日大学 男性 5 エペ 岐阜県フェンシング協会
53 古俣　聖 こまた　あきら 中央大学 男性 3 エペ 東京都フェンシング協会
54 近藤　勇大 こんどう　ゆうた 東京学館新潟高等学校 男性 15 エペ 新潟県フェンシング協会
55 坂藤　秀昌 さかとう　ひでまさ 三田フェンシングクラブ 男性 2 エペ 東京都フェンシング協会
56 佐々木　功喜 ささき　こうき 日本大学 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
57 佐々木　優斗 ささき　ゆうと 宮城県仙台第二高等学校 男性 15 エペ 宮城県フェンシング協会
58 佐々木　優吏 ささき　ゆうり 熊本県立翔陽高等学校 男性 15 エペ 熊本県フェンシング協会
59 佐多　駿希 さた　としき 東京農業大学 男性 (3) エペ 東京都フェンシング協会
60 佐藤　武揚 さとう　たけあき 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 6 エペ 秋田県フェンシング協会
61 沢村　拓哉 さわむら　たくや 法政大学 男性 7 エペ 東京都フェンシング協会
62 澁谷　和典 しぶや　かずのり 清風高等学校 男性 15 エペ 大阪府フェンシング協会
63 清水　雄大 しみず　ゆうた 慶應義塾大学 男性 5 エペ 神奈川県フェンシング協会
64 宿院　徳真 しゅくいん　とくま 京都府立乙訓高等学校 男性 15 エペ 京都府フェンシング協会
65 神宮司　真矢 じんぐうし　まや 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 15 エペ 鹿児島県フェンシング協会
66 杉本　磨哉 すぎもと　まや 香川県立高松北高等学校 男性 15 エペ 香川県フェンシング協会
67 杉山　颯季 すぎやま　はやき 岐阜県立羽島北高等学校 男性 15 エペ 岐阜県フェンシング協会
68 鈴村　健太 すずむら　けんた 法政大学 男性 14 エペ 東京都フェンシング協会
69 砂取　恋 すなとり　れん 和歌山県立箕島高等学校 男性 15 エペ 和歌山県フェンシング協会
70 関原　麗允 せきはら　れい 群馬県立沼田高等学校 男性 (3) エペ 群馬県フェンシング協会
71 関本　一真 せきもと　かずま 開新高等学校 男性 15 エペ 熊本県フェンシング協会
72 仙葉　遼輔 せんば　りょうすけ 秋田県立秋田南高等学校 男性 2 エペ 秋田県フェンシング協会
73 高崎　響也 たかさき　きょうや 近畿大学 男性 5 エペ 大阪府フェンシング協会
74 武井　倖也 たけい　こうや 日本大学 男性 3 エペ 東京都フェンシング協会
75 武井　琉晟 たけい　りゅうせい 栃木県立栃木商業高等学校 男性 2 エペ 栃木県フェンシング協会
76 田尻　航大 たじり　こうだい 香川県立三本松高等学校 男性 2 エペ 香川県フェンシング協会
77 田村　純也 たむら　じゅんや 慶應義塾大学 男性 3 エペ 神奈川県フェンシング協会
78 戸井　和希 とい　かずき 福井県 男性 15 エペ 福井県フェンシング協会
79 戸巻　政哉 とまき　まさや 鹿児島高等学校 男性 15 エペ 鹿児島県フェンシング協会
80 中島　恒 なかじま　こう 慶應義塾高等学校 男性 7 エペ 神奈川県フェンシング協会
81 中島　直輝 なかじま　なおき 高崎商科大学附属高等学校 男性 15 エペ 群馬県フェンシング協会
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82 永原　正大 ながはら　しょうた 富山県立水橋高等学校 男性 15 エペ 富山県フェンシング協会
83 中村　哲也 なかむら　てつや 明治大学 男性 3 エペ 東京都フェンシング協会
84 西本　光希 にしもと　みつき 朝日大学 男性 5 エペ 岐阜県フェンシング協会
85 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学 男性 3 エペ 京都府フェンシング協会
86 野原　圭介 のはら　けいすけ 立正大学 男性 15 エペ 東京都フェンシング協会
87 服部　健人 はっとり　けんと 佐賀県立佐賀商業高等学校 男性 15 エペ 佐賀県フェンシング協会
88 服部　佑紀 はっとり　ゆうき 龍谷富山高等学校 男性 2 エペ 富山県フェンシング協会
89 濱中　雅也 はまなか　まさや 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 男性 15 エペ 岡山県フェンシング協会
90 濵根　尚和 はまね　しょうわ 朝日大学 男性 5 エペ 岐阜県フェンシング協会
91 挽地　崇太 ひきち　たかひろ 茨城県立緑岡高等学校 男性 15 エペ 茨城県フェンシング協会
92 平松　良規 ひらまつ　よしき 高知県立高知南高等学校 男性 15 エペ 高知県フェンシング協会
93 藤井　凌大 ふじい　りょうた 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 2 エペ 秋田県フェンシング協会
94 藤浪　竜馬 ふじなみ　たつま 静岡県立田方農業高等学校 男性 15 エペ 静岡県フェンシング協会
95 古橋　諒樹 ふるはし　りょうき 愛知工業大学名電高等学校 男性 15 エペ 愛知県フェンシング協会
96 戸来　航輝 へらい　こうき 岩手県立北上翔南高等学校 男性 15 エペ 岩手県フェンシング協会
97 堀内　信吾 ほりうち　しんご 奈良クラブ 男性 15 エペ 奈良県フェンシング協会
98 堀川　湧太 ほりかわ　ゆうた 清風高等学校 男性 15 エペ 大阪府フェンシング協会
99 正永　龍一郎 まさなが　りゅういちろう 京都大学 男性 3 エペ 京都府フェンシング協会
100 増田　陽人 ますだ　よひと 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 男性 6 エペ 岡山県フェンシング協会
101 松浦　開道 まつうら　かいどう 智学館中等教育学校 男性 15 エペ 茨城県フェンシング協会
102 松浦　碧也 まつうら　せいや 日本体育大学 男性 12 エペ 東京都フェンシング協会
103 松岡　遼太郎 まつおか　りょうたろう 三重県立津東高等学校 男性 15 エペ 三重県フェンシング協会
104 松本　龍 まつもと　りゅう プラチナフェンシングチーム 男性 2 エペ 埼玉県フェンシング協会
105 丸山　晴太郎 まるやま　せいたろう 青山学院大学 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
106 三浦　基輝 みうら　もとき 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 15 エペ 秋田県フェンシング協会
107 水口　潮音 みずぐち　しおん 北海道大野農業高等学校 男性 15 エペ 北海道フェンシング協会
108 御手洗　拓真 みたらい　たくま 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 エペ 大分県フェンシング協会
109 宮川　恒 みやがわ　わたる 龍谷大学付属平安高等学校 男性 15 エペ 京都府フェンシング協会
110 迎　捷真 むかえ　しょうま 千葉県立国府台高等学校 男性 15 エペ 千葉県フェンシング協会
111 村山　健太郎 むらやま　けんたろう 法政大学 男性 2 エペ 東京都フェンシング協会
112 毛利　凌乙 もうり　りく 岐阜県立羽島北高等学校 男性 2 エペ 岐阜県フェンシング協会
113 望月　竜馬 もちづき　りょうま 朝日大学 男性 3 エペ 岐阜県フェンシング協会
114 安　雅人 やす　まさと 早稲田大学 男性 7 エペ 東京都フェンシング協会
115 山上　亮太 やまがみ　りょうた 石川県立金沢伏見高等学校 男性 15 エペ 石川県フェンシング協会
116 結城　右京 ゆうき　うきょう 山形県立山形東高等学校 男性 15 エペ 山形県フェンシング協会
117 杠　星哉 ゆずりは　せいや 佐賀県立佐賀商業高等学校 男性 2 エペ 佐賀県フェンシング協会
118 吉川　颯太 よしかわ　そうた 東海大学付属静岡翔洋高等学校 男性 15 エペ 静岡県フェンシング協会
119 吉田　樹 よしだ　いつき 学習院大学木曜会 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
120 米山　真於 よねやま　まお 青山学院大学 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
121 和田　尚樹 わだ　なおき 横浜国立大学 男性 5 エペ 神奈川県フェンシング協会
122 渡辺　晋吾 わたなべ　しんご 拓殖大学 男性 5 エペ 東京都フェンシング協会
123 青木　星也 あおき　せいや 香川県立三本松高等学校 男性 2 サーブル 香川県フェンシング協会
124 青木　貴雅 あおき　たかまさ 静岡県立沼津西高等学校 男性 6 サーブル 静岡県フェンシング協会
125 浅田　悠耶 あさだ　ゆうや 香川県立三本松高等学校 男性 15 サーブル 香川県フェンシング協会
126 浅野　裕暉 あさの　ひろき 日本大学 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
127 阿部　晴空 あべ　はるたか 日本大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
128 雨田　由香 あめだ　ゆか 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 1 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
129 飯嶋　幸喜 いいじま　こうき 法政大学第二高等学校 男性 15 サーブル 神奈川県フェンシング協会
130 伊藤　悠天 いとう　ゆう 仙台市立仙台高等学校 男性 15 サーブル 宮城県フェンシング協会
131 稲垣　武人 いながき　たけと 日本大学 男性 12 サーブル 東京都フェンシング協会
132 井上　航 いのうえ　わたる 静岡県立田方農業高等学校 男性 15 サーブル 静岡県フェンシング協会
133 今西　佑斗 いまにし　ゆうと 清風高等学校 男性 15 サーブル 大阪府フェンシング協会
134 エヴァンズ　ブランドゥン えばぁんず　ぶらんどぅん 札幌光星高等学校 男性 15 サーブル 北海道フェンシング協会
135 遠藤　翼 えんどう　つばさ 関西学院大学 男性 5 サーブル 兵庫県フェンシング協会
136 大迫　碩哉 おおさこ　ひろや 慶應義塾大学 男性 5 サーブル 神奈川県フェンシング協会
137 大澤　拓也 おおさわ　たくや 東京学館新潟高等学校 男性 15 サーブル 新潟県フェンシング協会
138 大友　隆文 おおとも　たかふみ 京都大学 男性 5 サーブル 京都府フェンシング協会
139 大橋　亮介 おおはし　りょうすけ 日本体育大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
140 大村　貴之 おおむら　たかゆき 日本大学 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
141 小田　隆介 おだ　りゅうすけ 千葉県立検見川高等学校 男性 15 サーブル 千葉県フェンシング協会
142 小野　大貴 おの　ひろき 法政大学 男性 12 サーブル 東京都フェンシング協会
143 尾矢　陽太 おや　さんた 愛知工業大学名電高等学校 男性 1 サーブル 愛知県フェンシング協会
144 小山　桂史 おやま　けいし 早稲田大学 男性 7 サーブル 東京都フェンシング協会
145 柏木　慈理 かしわぎ　じり エスコラピオス学園海星高等学校 男性 2 サーブル 三重県フェンシング協会
146 加藤　響 かとう　ひびき 愛知工業大学名電高等学校 男性 15 サーブル 愛知県フェンシング協会
147 加藤　優希 かとう　ゆうき 青山学院大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
148 金森　弘高 かなもり　ひろたか 岐阜県立大垣南高等学校 男性 15 サーブル 岐阜県フェンシング協会
149 金道　竜太 かねみち　りゅうた 富山県立富山西高等学校 男性 15 サーブル 富山県フェンシング協会
150 川北　拡純 かわきた　ひろずみ 同志社大学 男性 5 サーブル 京都府フェンシング協会
151 河崎　耀 かわさき　ひかる 専修大学 男性 5 サーブル 神奈川県フェンシング協会
152 川田　崇暉 かわだ　そうき 香川県立三本松高等学校 男性 15 サーブル 香川県フェンシング協会
153 川端　優太 かわばた　ゆうた 福井県立武生商業高等学校 男性 15 サーブル 福井県フェンシング協会
154 管　稜弥 かん　りょうや 宮城県仙台第二高等学校 男性 15 サーブル 宮城県フェンシング協会
155 北　一朗 きた　いちろう 東京大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
156 吉川　遼 きっかわ　りょう 立命館大学 男性 3 サーブル 京都府フェンシング協会
157 木村　友哉 きむら　ともや 日本大学豊山高等学校 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
158 京山　幸世 きょうやま　こうせい 埼玉栄高等学校 男性 15 サーブル 埼玉県フェンシング協会
159 吉良　友汰 きら　ゆうた 福岡県立玄界高等学校 男性 15 サーブル 福岡県フェンシング協会
160 桐生　卓人 きりゅう　たくと 関西学院大学 男性 5 サーブル 兵庫県フェンシング協会
161 倉林　洋太 くらばやし　ようた 拓殖大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
162 小久保　遥斗 こくぼ　はると 三重県立鳥羽高等学校 男性 15 サーブル 三重県フェンシング協会
163 小久保　真旺 こくぼ　まお 鳥羽フェンシングクラブ 男性 (3) サーブル 三重県フェンシング協会
164 小松　祥大 こまつ　やすひろ 茨城県立緑岡高等学校 男性 15 サーブル 茨城県フェンシング協会
165 紺屋　雅輝 こんや　まさき 鹿児島高等学校 男性 15 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
166 才木　良太 さいき　りょうた 富山パレスフェンシングクラブ 男性 15 サーブル 富山県フェンシング協会
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167 佐々木　舜輔 ささき　しゅんすけ 慶應義塾大学 男性 5 サーブル 神奈川県フェンシング協会
168 佐藤　郁 さとう　かおる 熊本県立翔陽高等学校 男性 15 サーブル 熊本県フェンシング協会
169 佐藤　宏樹 さとう　こうき 専修大学 男性 5 サーブル 神奈川県フェンシング協会
170 佐藤　龍一 さとう　りょういち 千葉県立検見川高等学校 男性 15 サーブル 千葉県フェンシング協会
171 佐藤　亮介 さとう　りょうすけ 山形県立山形東高等学校 男性 15 サーブル 山形県フェンシング協会
172 眞田　涼太 さなだ　りょうた 日本体育大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
173 澤畠　武博 さわはた　たけひろ 茨城高等学校 男性 2 サーブル 茨城県フェンシング協会
174 四方堂　優希 しほうどう　ゆうき 早稲田高等学校 男性 15 サーブル 東京都フェンシング協会
175 清水　崇史 しみず　たかふみ 日本大学豊山高等学校 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
176 杉本　隆大 すぎもと　たかひろ 日本大学豊山高等学校 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
177 隅岡　元気 すみおか　もとき 新田高等学校 男性 15 サーブル 愛媛県フェンシング協会
178 関本　賢太郎 せきもと　けんたろう 慶應義塾大学 男性 5 サーブル 神奈川県フェンシング協会
179 田内　稜大 たうち　りょうた はしまモア 男性 15 サーブル 岐阜県フェンシング協会
180 髙木　大夢 たかぎ　ひろむ 福島県立川俣高等学校 男性 3 サーブル 福島県フェンシング協会
181 高木　良輔 たかぎ　りょうすけ 早稲田大学 男性 7 サーブル 東京都フェンシング協会
182 瀧本　雄正 たきもと　ゆうせい 和歌山県立和歌山東高等学校 男性 15 サーブル 和歌山県フェンシング協会
183 太刀川　世紀 たちかわ　せいき 近畿大学 男性 5 サーブル 大阪府フェンシング協会
184 田中　翔太 たなか　しょうた 甲斐清和高等学校 男性 15 サーブル 山梨県フェンシング協会
185 谷下　尚弥 たにした　なおや 福井県 男性 2 サーブル 福井県フェンシング協会
186 谷山　翔太 たにやま　しょうた 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
187 田村　祐介 たむら　ゆうすけ 拓殖大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
188 坪　颯登 つぼ　はやと 青森ジュニアクラブ 男性 15 サーブル 青森県フェンシング協会
189 坪本　能幸 つぼもと　たかゆき 清風高等学校 男性 15 サーブル 大阪府フェンシング協会
190 津森　志道 つもり　しどう 松江フェンシングクラブ 男性 15 サーブル 島根県フェンシング協会
191 留場　智也 とめば　ともや 静岡県立田方農業高等学校 男性 15 サーブル 静岡県フェンシング協会
192 長嶋　柊司 ながしま　しゅうじ エスコラピオス学園海星高等学校 男性 15 サーブル 三重県フェンシング協会
193 中島　拓人 なかしま　たくと YSK 男性 12 サーブル 東京都フェンシング協会
194 中島　瞭 なかじま　りょう 拓殖大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
195 永田　航 ながた　こう 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
196 永松　泰樹 ながまつ　たいき 長崎県立長崎工業高等学校 男性 15 サーブル 長崎県フェンシング協会
197 中村　海斗 なかむら　かいと 愛知工業大学 男性 5 サーブル 愛知県フェンシング協会
198 中村　冠太 なかむら　かんた 立教新座高等学校 男性 2 サーブル 埼玉県フェンシング協会
199 成田　武永 なりた　たけのり 青森明の星高等学校 男性 7 サーブル 青森県フェンシング協会
200 西田　亮 にした　あきら 秋田県立秋田北高等学校 男性 2 サーブル 秋田県フェンシング協会
201 西谷　晴稀 にしたに　はるき 中京大学 男性 5 サーブル 愛知県フェンシング協会
202 野中　開 のなか　かい 東京学館新潟高等学校 男性 15 サーブル 新潟県フェンシング協会
203 野村　涼 のむら　りょう 岐阜県立羽島北高等学校 男性 6 サーブル 岐阜県フェンシング協会
204 橋本　大祐 はしもと　だいすけ 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 サーブル 大分県フェンシング協会
205 蓮池　岳仁 はすいけ　がくと 岡山県立玉野光南高等学校 男性 15 サーブル 岡山県フェンシング協会
206 長谷川　雅也 はせがわ　まさや 島根県立松江工業高等学校 男性 15 サーブル 島根県フェンシング協会
207 長谷川　亮太 はせがわ　りょうた 石川県立金沢伏見高等学校 男性 15 サーブル 石川県フェンシング協会
208 張眞　邦彦 はりま　くにひこ 京都産業大学 男性 5 サーブル 京都府フェンシング協会
209 匹田　匠 ひきだ　たくみ 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 サーブル 大分県フェンシング協会
210 平田　佳史樹 ひらた　よしき 愛知工業大学名電高等学校 男性 12 サーブル 愛知県フェンシング協会
211 福島　大和 ふくしま　やまと 長野県箕輪進修高等学校 男性 15 サーブル 長野県フェンシング協会
212 福山　恭平 ふくやま　きょうへい 日本体育大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
213 藤野　雅哉 ふじの　まさや 福島県立福島商業高等学校 男性 15 サーブル 福島県フェンシング協会
214 伏見　瑠翔 ふしみ　りゅうと 北杜市立甲陵高等学校 男性 15 サーブル 山梨県フェンシング協会
215 古川　蓮 ふるかわ　れん 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 15 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
216 古田　凌大 ふるた　りょうだい 法政大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
217 星野　剣斗 ほしの　けんと ＮＥＸＵＳ 男性 1 サーブル 群馬県フェンシング協会
218 松井　大和 まつい　やまと 高崎商科大学附属高等学校 男性 15 サーブル 群馬県フェンシング協会
219 松尾　千尋 まつお　ちひろ 柳井学園高等学校 男性 15 サーブル 山口県フェンシング協会
220 松田　頼弥 まつだ　よしひろ 札幌光星高等学校 男性 15 サーブル 北海道フェンシング協会
221 松田　隆之介 まつだ　りゅうのすけ 愛知工業大学名電高等学校 男性 12 サーブル 愛知県フェンシング協会
222 松永　健吾 まつなが　けんご 日本大学 男性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
223 松原　久弥 まつばら　ひさや 和歌山県立和歌山東高等学校 男性 15 サーブル 和歌山県フェンシング協会
224 松渕　直希 まつぶち　なおき 日本大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
225 松本　幹也 まつもと　みきや 群馬県立沼田高等学校 男性 15 サーブル 群馬県フェンシング協会
226 水上　映斗 みずかみ　えいと 埼玉栄高等学校 男性 15 サーブル 埼玉県フェンシング協会
227 三村　隼太 みむら　はやた 関西学院大学 男性 5 サーブル 兵庫県フェンシング協会
228 三宅　諒人 みやけ　りょうと 慶應義塾湘南藤沢高等部 男性 15 サーブル 神奈川県フェンシング協会
229 宮崎　泰我 みやざき　たいが 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 15 サーブル 秋田県フェンシング協会
230 宮﨑　悠伸 みやざき　ゆうしん 愛媛県立三島高等学校 男性 2 サーブル 愛媛県フェンシング協会
231 武捨　大輔 むしゃ　だいすけ 法政大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
232 森　晧己 もり　こうき 愛知工業大学 男性 3 サーブル 愛知県フェンシング協会
233 森　拓磨 もり　たくま 石川県立金沢伏見高等学校 男性 15 サーブル 石川県フェンシング協会
234 守口　一真 もりぐち　かずま 開新高等学校 男性 15 サーブル 熊本県フェンシング協会
235 森多　諒 もりた　りょう 柳井学園高等学校 男性 2 サーブル 山口県フェンシング協会
236 安　優人 やす　ゆうと 水戸葵陵高等学校 男性 15 サーブル 茨城県フェンシング協会
237 安井　康太郎 やすい　こうたろう 龍谷大学付属平安高等学校 男性 15 サーブル 京都府フェンシング協会
238 山﨑　中 やまさき　かなめ 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
239 山名　星文 やまな　せぶん 法政大学 男性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
240 山本　真太郎 やまもと　しんたろう 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
241 山本　陽聖 やまもと　ようせい 柳井学園高等学校 男性 15 サーブル 山口県フェンシング協会
242 吉川　元人 よしかわ　まさと 東亜学園高等学校 男性 15 サーブル 東京都フェンシング協会
243 吉田　詔紀 よしだ　しょうき 立命館高等学校 男性 15 サーブル 京都府フェンシング協会
244 吉田　多聞 よしだ　たもん ＪＯＣエリートアカデミー 男性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
245 米川　考楠 よねかわ　こなん 秋田県立二ツ井高等学校 男性 15 サーブル 秋田県フェンシング協会
246 若月　航矢 わかつき　こうや 日本体育大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
247 我妻　朋哉 わがつま　ともや 山形県立米沢東高等学校 男性 15 サーブル 山形県フェンシング協会
248 鷲尾　浩治 わしお　こうじ 岡山県立玉野光南高等学校 男性 15 サーブル 岡山県フェンシング協会
249 渡邊　慎太郎 わたなべ　しんたろう 京都大学 男性 5 サーブル 京都府フェンシング協会
250 渡邊　裕斗 わたなべ　ゆうと 中央大学 男性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
251 浅海　正哉 あさみ　まさや 法政大学第二高等学校 男性 15 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
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252 麻生川　昌平 あそがわ　しょうへい 関西学院大学 男性 5 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
253 安達　優虎 あだち　ゆうと 関西大学 男性 5 フルーレ 大阪府フェンシング協会
254 荒金　泰成 あらかね　たいせい 大分県立大分豊府高等学校 男性 2 フルーレ 大分県フェンシング協会
255 飯田　直希 いいだ　なおき 山口県立岩国工業高等学校 男性 15 フルーレ 山口県フェンシング協会
256 飯村　一輝 いいむら　かずき 龍谷大学付属平安中学校 男性 2 フルーレ 京都府フェンシング協会
257 井神　湖太郎 いかみ　こたろう 日本大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
258 井神　俊兵 いかみ　しゅんぺい 和歌山県立和歌山北高等学校 男性 2 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
259 猪狩　つばさ いがり　つばさ 仙台城南高等学校 男性 14 フルーレ 宮城県フェンシング協会
260 井川　晃暉 いがわ　こうき 和歌山県立和歌山北高等学校 男性 2 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
261 石井　魁 いしい　かい 大分県立別府翔青高等学校 男性 14 フルーレ 大分県フェンシング協会
262 石井　和真 いしい　かずま 立教新座高等学校 男性 15 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
263 石村　隆之介 いしむら　りゅうのすけ 山口県立岩国工業高等学校 男性 14 フルーレ 山口県フェンシング協会
264 伊藤　真吾 いとう　しんご 愛知工業大学附属中学校 男性 15 フルーレ 愛知県フェンシング協会
265 伊藤　拓真 いとう　たくま 日本大学 男性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
266 伊藤　悠天 いとう　ゆう 仙台市立仙台高等学校 男性 15 フルーレ 宮城県フェンシング協会
267 稲垣　恵人	 いながき　けいと 東京学館新潟高等学校 男性 15 フルーレ 新潟県フェンシング協会
268 井上　航 いのうえ　わたる 静岡県立田方農業高等学校 男性 15 フルーレ 静岡県フェンシング協会
269 岩崎　隼也 いわさき　しゅんや 日大三島高等学校 男性 15 フルーレ 静岡県フェンシング協会
270 岩田　圭介 いわた　けいすけ 岐阜県立大垣南高等学校 男性 14 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
271 岩田　真二朗 いわた　しんじろう 岩手県立一関第二高等学校 男性 15 フルーレ 岩手県フェンシング協会
272 上野　優斗 うえの　ゆうと 大分県立別府翔青高等学校 男性 14 フルーレ 大分県フェンシング協会
273 浦川　佳之 うらかわ　よしゆき エスコラピオス学園海星高等学校 男性 15 フルーレ 三重県フェンシング協会
274 瓜生　陽 うりゅう　あきら 大分県立別府翔青高等学校 男性 2 フルーレ 大分県フェンシング協会
275 江藤　和博 えとう　かずひろ 高崎商科大学附属高等学校 男性 2 フルーレ 群馬県フェンシング協会
276 エヴァンズ　ブランドゥン えばぁんず　ぶらんどぅん 札幌光星高等学校 男性 15 フルーレ 北海道フェンシング協会
277 海老原　樹 えびはら　いつき 埼玉栄高等学校 男性 2 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
278 大釜　辰也 おおがま　たつや 岡山県立玉野光南高等学校 男性 15 フルーレ 岡山県フェンシング協会
279 大城　実澄 おおしろ　ますみ 山梨クラブ 男性 15 フルーレ 山梨県フェンシング協会
280 太田　拓輝 おおた　ひろき 愛知工業大学附属中学校 男性 14 フルーレ 愛知県フェンシング協会
281 大竹　諒 おおたけ　りょう 岐阜県立岐阜各務野高等学校 男性 9 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
282 大友　隆文 おおとも　たかふみ 京都大学 男性 5 フルーレ 京都府フェンシング協会
283 大西　ひかる おおにし　ひかる 山形県立米沢興譲館高等学校 男性 15 フルーレ 山形県フェンシング協会
284 大野　潤平 おおの　じゅんぺい 大山崎中学校 男性 15 フルーレ 京都府フェンシング協会
285 大平　遼羽 おおひら　りょう 愛知工業大学名電高等学校 男性 15 フルーレ 愛知県フェンシング協会
286 小笠原　知輝 おがさわら　かずき 香川県立高松北高等学校 男性 15 フルーレ 香川県フェンシング協会
287 奥武　大輔 おくたけ　だいすけ 早稲田大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
288 奥本　龍一 おくもと　りゅういち 朝日大学 男性 5 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
289 奥山　陸 おくやま　りく 立命館大学 男性 5 フルーレ 京都府フェンシング協会
290 小田　隆介 おだ　りゅうすけ 千葉県立検見川高等学校 男性 14 フルーレ 千葉県フェンシング協会
291 甲斐　智貴 かい　ともき 宮崎県立宮崎南高等学校 男性 15 フルーレ 宮崎県フェンシング協会
292 貝沼　巧実 かいぬま　たくみ 東京学館新潟高等学校 男性 15 フルーレ 新潟県フェンシング協会
293 加賀　匠馬 かが　しょうま 愛知工業大学名電高等学校 男性 14 フルーレ 愛知県フェンシング協会
294 柏崎　瑞仁 かしわざき　あやひと 青森県立田名部高等学校 男性 15 フルーレ 青森県フェンシング協会
295 柏原　翔太 かしわばら　しょうた 山口県立岩国工業高等学校 男性 15 フルーレ 山口県フェンシング協会
296 加藤　巨樹 かとう　なおき 富山県立水橋高等学校 男性 15 フルーレ 富山県フェンシング協会
297 金築　元喜 かねちく　もとき 島根県立安来高等学校 男性 15 フルーレ 島根県フェンシング協会
298 金道　竜太 かねみち　りゅうた 富山県立富山西高等学校 男性 14 フルーレ 富山県フェンシング協会
299 川﨑　陸 かわさき　りく 尚絅学院高等学校 男性 15 フルーレ 宮城県フェンシング協会
300 川端　優太 かわばた　ゆうた 福井県立武生商業高等学校 男性 15 フルーレ 福井県フェンシング協会
301 河村　一摩 かわむら　かずま はしまモア 男性 9 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
302 川村　京太 かわむら　きょうた 東亜学園高等学校 男性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
303 川村　紘平 かわむら　こうへい 山形大学 男性 15 フルーレ 山形県フェンシング協会
304 木内　寛哉 きうち　ひろや 千葉県立検見川高等学校 男性 15 フルーレ 千葉県フェンシング協会
305 木澤　聡志 きざわ　さとし 石川県立金沢西高等学校 男性 15 フルーレ 石川県フェンシング協会
306 北村　透海 きたむら　とうかい 法政大学第二高等学校 男性 2 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
307 日下　航大 くさか　こうだい 札幌光星高等学校 男性 14 フルーレ 北海道フェンシング協会
308 倉林　洋太 くらばやし　ようた 拓殖大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
309 黒川　康貴 くろかわ　やすたか 近畿大学 男性 5 フルーレ 大阪府フェンシング協会
310 児玉　大樹 こだま　だいき 東京大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
311 小林　勇気 こばやし　ゆうき 朝日大学 男性 5 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
312 紺屋　雅輝 こんや　まさき 鹿児島高等学校 男性 14 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
313 齊脇　拓海 さいわき　たくみ 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 15 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
314 佐久間　朝陽 さくま　あさひ 千葉県立柏陵高等学校 男性 14 フルーレ 千葉県フェンシング協会
315 佐々木　優吏 ささき　ゆうり 熊本県立翔陽高等学校 男性 15 フルーレ 熊本県フェンシング協会
316 佐藤　武揚 さとう　たけあき 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 15 フルーレ 秋田県フェンシング協会
317 佐藤　光琉 さとう　ひかる エスコラピオス学園海星高等学校 男性 15 フルーレ 三重県フェンシング協会
318 佐藤　龍 さとう　りゅう 岩手県立一関第二高等学校 男性 14 フルーレ 岩手県フェンシング協会
319 眞田　涼太 さなだ　りょうた 日本体育大学 男性 14 フルーレ 東京都フェンシング協会
320 佐野　航琉 さの　わたる 富山パレスフェンシングクラブ 男性 14 フルーレ 富山県フェンシング協会
321 澤畠　武博 さわはた　たけひろ 茨城高等学校 男性 15 フルーレ 茨城県フェンシング協会
322 宿院　徳真 しゅくいん　とくま 京都府立乙訓高等学校 男性 14 フルーレ 京都府フェンシング協会
323 ジュリアン　ガッツチョーク じゅりあん　がっつちょーく セントメリーズ　インターナショナルスクール男性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
324 神宮司　真矢 じんぐうし　まや 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 15 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
325 菅原　康平 すがわら　こうへい 中央大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
326 杉岡　瑞基 すぎおか　みずき 長野ジュニアＦＣ 男性 15 フルーレ 長野県フェンシング協会
327 鈴村　健太 すずむら　けんた 法政大学 男性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
328 隅岡　元気 すみおか　もとき 新田高等学校 男性 14 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
329 相馬　雅樹 そうま　まさき 朝日大学 男性 9 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
330 髙木　大夢 たかぎ　ひろむ 福島県立川俣高等学校 男性 3 フルーレ 福島県フェンシング協会
331 高杉　有吾 たかすぎ　ゆうご 香川県立高松北高等学校 男性 14 フルーレ 香川県フェンシング協会
332 高梨　遼太朗 たかなし　りょうたろう 専修大学 男性 5 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
333 高橋　恋 たかはし　れん 日本大学 男性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
334 田尻　崇史 たじり　たかふみ 立教新座高等学校 男性 15 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
335 田中　風舞 たなか　ふうま 龍谷大学付属平安高等学校 男性 9 フルーレ 京都府フェンシング協会
336 田辺　空我 たなべ　くうが 富山県立富山西高等学校 男性 2 フルーレ 富山県フェンシング協会
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337 谷下　尚弥 たにした　なおや 福井県 男性 15 フルーレ 福井県フェンシング協会
338 田村　浩太郎 たむら　こうたろう 日本体育大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
339 田村　祐介 たむら　ゆうすけ 拓殖大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
340 辻村　銀太 つじむら　ぎんた 石川県立金沢伏見高等学校 男性 15 フルーレ 石川県フェンシング協会
341 津田　定慶 つだ　さだよし 京都府立乙訓高等学校 男性 15 フルーレ 京都府フェンシング協会
342 坪　颯馬 つぼ　そうま 青森県立田名部高等学校 男性 15 フルーレ 青森県フェンシング協会
343 坪井　翔 つぼい　かける 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 男性 15 フルーレ 岡山県フェンシング協会
344 坪井　瞭 つぼい　りょう 京都産業大学 男性 5 フルーレ 京都府フェンシング協会
345 水流　颯 つる　はやて 鹿児島高等学校 男性 14 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
346 勅使河原　明日架 てしがわら　あすか はしまモア 男性 2 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
347 勅使河原　知大 てしがわら　ちひろ 関西大学 男性 3 フルーレ 大阪府フェンシング協会
348 冨田　優作 とみだ　ゆうさく 岐阜県立大垣南高等学校 男性 2 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
349 中島　瞭 なかじま　りょう 拓殖大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
350 永田　凌成 ながた　りょうせい 日本体育大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
351 永野　雄大 ながの　ゆうだい 中央大学 男性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
352 永原　正大 ながはら　しょうた 富山県立水橋高等学校 男性 15 フルーレ 富山県フェンシング協会
353 永松　泰樹 ながまつ　たいき 長崎県立長崎工業高等学校 男性 15 フルーレ 長崎県フェンシング協会
354 中村　豪 なかむら　ごう 中央大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
355 中村　太郎 なかむら　たろう 大分県立大分豊府高等学校 男性 1 フルーレ 大分県フェンシング協会
356 中村　哲也 なかむら　てつや 明治大学 男性 10 フルーレ 東京都フェンシング協会
357 名倉　京佑 なくら　きょうすけ 岐阜県立大垣南高等学校 男性 15 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
358 成田　航也 なりた　こうや 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 15 フルーレ 秋田県フェンシング協会
359 西口　泰嵩 にしぐち　やすたか 和北ジュニアクラブ 男性 2 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
360 西村　隆佑 にしむら　りゅうすけ 慶應義塾高等学校 男性 15 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
361 西脇　裕馬 にしわき　ゆうま 上宮高等学校 男性 15 フルーレ 大阪府フェンシング協会
362 根橋　大空 ねばし　たかあき 長野県箕輪進修高等学校 男性 2 フルーレ 長野県フェンシング協会
363 橋爪　雄大 はしづめ　ゆうだい 千葉県立検見川高等学校 男性 14 フルーレ 千葉県フェンシング協会
364 橋本　大祐 はしもと　だいすけ 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 フルーレ 大分県フェンシング協会
365 蓮池　岳仁 はすいけ　がくと 岡山県立玉野光南高等学校 男性 14 フルーレ 岡山県フェンシング協会
366 長谷川　雅也 はせがわ　まさや 島根県立松江工業高等学校 男性 15 フルーレ 島根県フェンシング協会
367 長谷山　泰紀 はせやま　たいき 慶應義塾高等学校 男性 14 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
368 服部　健人 はっとり　けんと 佐賀県立佐賀商業高等学校 男性 15 フルーレ 佐賀県フェンシング協会
369 馬場　俊輔 ばば　しゅんすけ 大垣クラブ 男性 7 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
370 原田　晃佑 はらだ　こうすけ 朝日大学 男性 5 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
371 原田　神魁 はらだ　じんかい 愛知工業大学 男性 5 フルーレ 愛知県フェンシング協会
372 匹田　匠 ひきだ　たくみ 大分県立大分豊府高等学校 男性 15 フルーレ 大分県フェンシング協会
373 檜尾　一輝 ひのきお　かずき 栃木県立宇都宮南高等学校 男性 15 フルーレ 栃木県フェンシング協会
374 ビューワーニック　ダグラス びゅーわーにっく　だぐらす松山城南高等学校 男性 8 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
375 弘野　満哉 ひろの　みちや 栃木県立宇都宮南高等学校 男性 15 フルーレ 栃木県フェンシング協会
376 福島　海斗 ふくしま　かいと 朝日大学 男性 5 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
377 福田　亮介 ふくだ　りょうすけ はしまモア 男性 15 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
378 福山　澪 ふくやま　れい 鹿児島県立鹿児島南高等学校 男性 14 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
379 藤川　透吾 ふじかわ　とうご 広島県立神辺旭高等学校 男性 15 フルーレ 広島県フェンシング協会
380 藤倉　類 ふじくら　るい 法政大学第二高等学校 男性 1 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
381 藤澤　将匡 ふじさわ　しょうま 仙台城南高等学校 男性 14 フルーレ 宮城県フェンシング協会
382 藤野　雅哉 ふじの　まさや 福島県立福島商業高等学校 男性 15 フルーレ 福島県フェンシング協会
383 伏見　瑠翔 ふしみ　りゅうと 北杜市立甲陵高等学校 男性 15 フルーレ 山梨県フェンシング協会
384 戸来　航輝 へらい　こうき 岩手県立北上翔南高等学校 男性 15 フルーレ 岩手県フェンシング協会
385 堀川　湧太 ほりかわ　ゆうた 清風高等学校 男性 15 フルーレ 大阪府フェンシング協会
386 堀部　聖太 ほりべ　しょうた 岩国ジュニアフェンシングクラブ 男性 2 フルーレ 山口県フェンシング協会
387 曲渕　光 まがりふち　ひかる 長崎県立長崎工業高等学校 男性 15 フルーレ 長崎県フェンシング協会
388 松井　大和 まつい　やまと 高崎商科大学附属高等学校 男性 15 フルーレ 群馬県フェンシング協会
389 松田　頼弥 まつだ　よしひろ 札幌光星高等学校 男性 15 フルーレ 北海道フェンシング協会
390 松渕　真平 まつぶち　しんぺい 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 14 フルーレ 秋田県フェンシング協会
391 松村　尚輝 まつむら　なおき 香川県立三本松高等学校 男性 15 フルーレ 香川県フェンシング協会
392 松村　侑馬 まつむら　ゆうま 中央大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
393 松本　幹也 まつもと　みきや 群馬県立沼田高等学校 男性 15 フルーレ 群馬県フェンシング協会
394 水野　怜央名 みずの　れおな 三田フェンシングクラブ 男性 15 フルーレ 東京都フェンシング協会
395 溝口　晴也 みぞぐち　はるや 岐阜県立大垣南高等学校 男性 2 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
396 宮崎　泰我 みやざき　たいが 秋田県立秋田北鷹高等学校 男性 2 フルーレ 秋田県フェンシング協会
397 宮﨑　悠伸 みやざき　ゆうしん 愛媛県立三島高等学校 男性 14 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
398 宮地　恭平 みやち　きょうへい 愛知工業大学名電高等学校 男性 14 フルーレ 愛知県フェンシング協会
399 迎　捷真 むかえ　しょうま 千葉県立国府台高等学校 男性 15 フルーレ 千葉県フェンシング協会
400 村上　拳 むらかみ　けん 宮城県気仙沼高等学校 男性 6 フルーレ 宮城県フェンシング協会
401 村元　友大 むらもと　ゆうだい 明治大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
402 メンドーザ　ミゲール めんどーざ　みげーる 東亜学園高等学校 男性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
403 毛利　純 もうり　あつみ 日本体育大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
404 持田　龍平 もちだ　りょうへい 専修大学 男性 5 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
405 安　優人 やす　ゆうと 水戸葵陵高等学校 男性 15 フルーレ 茨城県フェンシング協会
406 山口　改 やまぐち　あらた 和北ジュニアクラブ 男性 8 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
407 山下　光 やました　ひかる 和歌山県立向陽高等学校 男性 15 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
408 山本　力也 やまもと　りきや 日本大学 男性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
409 杠　星哉 ゆずりは　せいや 佐賀県立佐賀商業高等学校 男性 15 フルーレ 佐賀県フェンシング協会
410 吉岡　慶太 よしおか　けいた 慶應義塾大学 男性 5 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
411 吉崎　誓真 よしざき　せいしん 熊本県立翔陽高等学校 男性 15 フルーレ 熊本県フェンシング協会
412 吉田　晃大 よしだ　こうた 和歌山県立和歌山北高等学校 男性 15 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
413 吉永　亘佑 よしなが　こうすけ 日本体育大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
414 吉弘　航平 よしひろ　こうへい 松山ジュニアフェンシングクラブ 男性 14 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
415 ロレンツォーニ　ダビデ ろれんつぉーに　だびで 東京アメリカンクラブ 男性 15 フルーレ 東京都フェンシング協会
416 鷲尾　浩治 わしお　こうじ 岡山県立玉野光南高等学校 男性 14 フルーレ 岡山県フェンシング協会
417 和田　尚樹 わだ　なおき 横浜国立大学 男性 5 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
418 渡辺　晋吾 わたなべ　しんご 拓殖大学 男性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
419 相内　南 あいうち　みなみ 青森県立青森北高等学校今別校舎 女性 15 エペ 青森県フェンシング協会
420 明石　愛恵 あかし　まなみ 高松北中学校 女性 12 エペ 香川県フェンシング協会
421 新井　ひより あらい　ひより 法政大学 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
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422 荒川　愛絵 あらかわ　まなえ 栃木県立栃木商業高等学校 女性 15 エペ 栃木県フェンシング協会
423 飯田　愛菜 いいだ　あいな 三重県立津東高等学校 女性 15 エペ 三重県フェンシング協会
424 池田　茉佑 いけだ　まゆ 日本体育大学 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
425 石田　眞菜 いしだ　まな 福岡県立玄界高等学校 女性 15 エペ 福岡県フェンシング協会
426 板屋　花奈 いたや　かな 広島県立神辺旭高等学校 女性 15 エペ 広島県フェンシング協会
427 市ヶ谷　愛 いちがたに　あい 高松北中学校 女性 15 エペ 香川県フェンシング協会
428 市ヶ谷　真奈実 いちがたに　まなみ 香川県立三本松高等学校 女性 15 エペ 香川県フェンシング協会
429 市川　万里子 いちかわ　まりこ 神奈川県立湘南高等学校 女性 6 エペ 神奈川県フェンシング協会
430 伊藤　藍 いとう　あい 龍谷大学付属平安高等学校 女性 15 エペ 京都府フェンシング協会
431 伊藤　杏樹 いとう　あんじゅ 筑波大学附属高等学校 女性 15 エペ 東京都フェンシング協会
432 伊藤　凛 いとう　りん 松江フェンシングクラブ 女性 15 エペ 島根県フェンシング協会
433 稲山　友梨 いなやま　ゆり プラチナフェンシングチーム 女性 7 エペ 埼玉県フェンシング協会
434 巌　香蓮 いわお　かれん 兵庫県立星陵高等学校 女性 15 エペ 兵庫県フェンシング協会
435 岩田　楓子 いわた　ふうこ 神奈川県立松陽高等学校 女性 15 エペ 神奈川県フェンシング協会
436 岩同　ひまわり いわどう　ひまわり 関西学院大学 女性 3 エペ 兵庫県フェンシング協会
437 内田　樹里 うちだ　じゅり 島根県立安来高等学校 女性 15 エペ 島根県フェンシング協会
438 内村　加杏 うちむら　かなん 和北ジュニアクラブ 女性 15 エペ 和歌山県フェンシング協会
439 内山　澪 うちやま　みお YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 女性 15 エペ 山口県フェンシング協会
440 遠藤　美琴 えんどう　みこと 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 15 エペ 山形県フェンシング協会
441 太田　奈津季 おおた　なつき 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 6 エペ 和歌山県フェンシング協会
442 大谷　桜子 おおたに　さくらこ 鹿児島高等学校 女性 15 エペ 鹿児島県フェンシング協会
443 小笠原　彩乃 おがさわら　あやの 仙台市立仙台高等学校 女性 15 エペ 宮城県フェンシング協会
444 緒方　優姫 おがた　ゆうき 宮崎県立宮崎南高等学校 女性 15 エペ 宮崎県フェンシング協会
445 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
446 奥田　あや おくだ　あや 三重県立津東高等学校 女性 15 エペ 三重県フェンシング協会
447 小倉　夏美 おぐら　なつみ 群馬県立沼田女子高等学校 女性 15 エペ 群馬県フェンシング協会
448 押川　帆乃香 おしかわ　ほのか 広島県立神辺旭高等学校 女性 15 エペ 広島県フェンシング協会
449 小田　みはる おだ　みはる 中京大学 女性 3 エペ 愛知県フェンシング協会
450 小野　咲良 おの　さくら 大分東明高等学校 女性 15 エペ 大分県フェンシング協会
451 小野寺　虹 おのでら　にじ 埼玉県立与野高等学校 女性 15 エペ 埼玉県フェンシング協会
452 尾矢　二千花 おや　にちか 中京大学附属中京高等学校 女性 1 エペ 愛知県フェンシング協会
453 小山　未来 おやま　みく 宮城県仙台第二高等学校 女性 15 エペ 宮城県フェンシング協会
454 香川　万葉 かがわ　まよ 石川県立金沢二水高等学校 女性 15 エペ 石川県フェンシング協会
455 影山　野希花 かげやま　ののか 早稲田実業学校高等部 女性 15 エペ 東京都フェンシング協会
456 金氣　愛華 かねき　まなか 鹿児島高等学校 女性 12 エペ 鹿児島県フェンシング協会
457 川越　愛美 かわごえ　まなみ 熊本県立翔陽高等学校 女性 15 エペ 熊本県フェンシング協会
458 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
459 河瀬　珠恵 かわせ　たまえ 日本大学 女性 11 エペ 東京都フェンシング協会
460 河村　菜々子 かわむら　ななこ 岐阜県立岐阜各務野高等学校 女性 15 エペ 岐阜県フェンシング協会
461 北　凜華 きた　るか 鹿児島高等学校 女性 15 エペ 鹿児島県フェンシング協会
462 釘宮　智佳 くぎみや　ちか 大分県立大分豊府高等学校 女性 15 エペ 大分県フェンシング協会
463 隈川　知里 くまかわ　ちさと 埼玉栄高等学校 女性 15 エペ 埼玉県フェンシング協会
464 黒須　佑実 くろす　ゆみ 学習院大学木曜会 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
465 小池　莉加 こいけ　りか 甲斐清和高等学校 女性 15 エペ 山梨県フェンシング協会
466 郷間　芽衣 ごうま　めい 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 女性 15 エペ 栃木県フェンシング協会
467 小塚　麻由 こづか　まゆ 朝日大学 女性 5 エペ 岐阜県フェンシング協会
468 後藤　ゆうか ごとう　ゆうか 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 15 エペ 山形県フェンシング協会
469 駒場　みなみ こまば　みなみ 早稲田大学 女性 7 エペ 東京都フェンシング協会
470 齋藤　華南 さいとう　はな 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 2 エペ 秋田県フェンシング協会
471 境　希梨 さかい　まな 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 エペ 長崎県フェンシング協会
472 坂場　有華 さかじょう　ありか 明治大学 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
473 坂本　美優 さかもと　みゆ 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 エペ 長崎県フェンシング協会
474 佐藤　琴美 さとう　ことみ 岩手県立一関第二高等学校 女性 2 エペ 岩手県フェンシング協会
475 佐藤　涼華 さとう　すずか 秋田県立秋田北鷹高等学校 女性 15 エペ 秋田県フェンシング協会
476 佐藤　萌笑 さとう　もえみ 朝日大学 女性 13 エペ 岐阜県フェンシング協会
477 色摩　美朝 しかま　みのり 関西学院大学 女性 3 エペ 兵庫県フェンシング協会
478 篠原　春花 しのはら　はるか 長野県箕輪進修高等学校 女性 15 エペ 長野県フェンシング協会
479 嶋田　愛音 しまだ　あのん 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 15 エペ 秋田県フェンシング協会
480 下地　柚香 しもぢ　ゆずか 大阪国際滝井高等学校 女性 15 エペ 大阪府フェンシング協会
481 鈴木　薫代 すずき　ゆきよ 東京農業大学 女性 (3) エペ 東京都フェンシング協会
482 関戸　彩奈 せきど　あやな 和歌山県立向陽高等学校 女性 15 エペ 和歌山県フェンシング協会
483 ソンダース　佳央梨 そんだーす　かおり 北杜市立甲陵高等学校 女性 15 エペ 山梨県フェンシング協会
484 髙嶌　乙羽 たかしま　おとは 京都府立鴨沂高等学校 女性 15 エペ 京都府フェンシング協会
485 高橋　栄利佳 たかはし　えりか プラチナフェンシングチーム 女性 2 エペ 埼玉県フェンシング協会
486 高橋　里衣 たかはし　りえ 岐阜県立大垣養老高等学校 女性 7 エペ 岐阜県フェンシング協会
487 田中　あや たなか　あや 朝日大学 女性 3 エペ 岐阜県フェンシング協会
488 田中　七海 たなか　ななみ 青山学院大学 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
489 谷口　美優 たにぐち　みゆ 福井県立武生商業高等学校 女性 15 エペ 福井県フェンシング協会
490 千葉　圭 ちば　けい 至学館高等学校 女性 13 エペ 愛知県フェンシング協会
491 對馬　日菜子 つしま　ひなこ 至学館高等学校 女性 15 エペ 愛知県フェンシング協会
492 辻本　季音 つじもと　ときね 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 女性 15 エペ 岡山県フェンシング協会
493 寺山　珠樹 てらやま　たまき 京都府立乙訓高等学校 女性 2 エペ 京都府フェンシング協会
494 徳島　沙恵 とくしま　さえ 福井県立武生商業高等学校 女性 2 エペ 福井県フェンシング協会
495 永井　杏奈 ながい　あんな 至学館高等学校 女性 2 エペ 愛知県フェンシング協会
496 長井　朋佳 ながい　ともか 香川県立三本松高等学校 女性 2 エペ 香川県フェンシング協会
497 中浦　柚樹 なかうら　ゆずき 日本大学 女性 13 エペ 東京都フェンシング協会
498 仲尾　樹央 なかお　なお 中央大学 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
499 永嶋　桃名 ながしま　とうな 朝日大学 女性 3 エペ 岐阜県フェンシング協会
500 中島　穂乃香 なかじま　ほのか 福井県立武生商業高等学校 女性 15 エペ 福井県フェンシング協会
501 中島　美月 なかじま　みつき 群馬県立沼田女子高等学校 女性 15 エペ 群馬県フェンシング協会
502 永野　菜津子 ながの　なつこ 水戸女子高等学校 女性 15 エペ 茨城県フェンシング協会
503 中村　真琴 なかむら　まこと 板橋フェンシングクラブ 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
504 成田　絵美佳 なりた　えみか 千葉県立柏陵高等学校 女性 15 エペ 千葉県フェンシング協会
505 成田　琉夏 なりた　るか 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 1 エペ 秋田県フェンシング協会
506 西脇　有咲 にしわき　ありさ 岐阜県立大垣南高等学校 女性 15 エペ 岐阜県フェンシング協会
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507 登尾　奈友 のぼりお　なゆ 愛媛県立三島高等学校 女性 15 エペ 愛媛県フェンシング協会
508 蓮井　陽菜 はすい　ひな 香川県立高松北高等学校 女性 2 エペ 香川県フェンシング協会
509 花田　夏芽 はなた　なつめ 東京女子体育大学 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
510 原田　紗希 はらだ　さき 慶應義塾女子高等学校 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
511 樋口　翠 ひぐち　みどり 慶應義塾湘南藤沢高等部 女性 15 エペ 神奈川県フェンシング協会
512 星野　舞衣 ほしの　まい 青森県立田名部高等学校 女性 15 エペ 青森県フェンシング協会
513 前田　友菜 まえだ　ゆうな 法政大学 女性 2 エペ 東京都フェンシング協会
514 増田　杏心 ますだ　あんじ 岡山県立西大寺高等学校 女性 15 エペ 岡山県フェンシング協会
515 益田　椎菜 ますだ　しいな 愛知県立愛知商業高等学校 女性 15 エペ 愛知県フェンシング協会
516 松本　麻海 まつもと　あみ 青山学院大学 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
517 松本　里音 まつもと　りおん 開新高等学校 女性 15 エペ 熊本県フェンシング協会
518 丸山　さくら まるやま　さくら 東京都立王子総合高等学校 女性 1 エペ 東京都フェンシング協会
519 水野　佳音 みずの　かの 東京女子体育大学 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
520 村山　莉菜 むらやま　りな 学習院大学木曜会 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
521 山口　優香 やまぐち　ゆうか 千葉県立柏陵高等学校 女性 15 エペ 千葉県フェンシング協会
522 山下　ちはる やました　ちはる 日本体育大学 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
523 山下　遥乃 やました　はるの 福岡県立玄界高等学校 女性 15 エペ 福岡県フェンシング協会
524 山田　夏妃 やまだ　なつき 茨城県立緑岡高等学校 女性 15 エペ 茨城県フェンシング協会
525 山本　奈央 やまもと　なお 学習院大学木曜会 女性 5 エペ 東京都フェンシング協会
526 吉松　ひなた よしまつ　ひなた 東海大学付属静岡翔洋高等学校 女性 15 エペ 静岡県フェンシング協会
527 吉松　琳果 よしまつ　りんか 日本大学 女性 3 エペ 東京都フェンシング協会
528 米川　結子 よねかわ　ゆいこ 石川県立金沢西高等学校 女性 15 エペ 石川県フェンシング協会
529 渡部　有未 わたなべ　あみ 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 2 エペ 山形県フェンシング協会
530 青木　茉琳 あおき　まりん 山形県立高畠高等学校 女性 15 サーブル 山形県フェンシング協会
531 揚石　舞 あげいし　まい 栃木県立栃木商業高等学校 女性 15 サーブル 栃木県フェンシング協会
532 浅川　由里 あさかわ　ゆり 中京大学 女性 5 サーブル 愛知県フェンシング協会
533 飴谷　女織 あめたに　めおり 富山県立水橋高等学校 女性 15 サーブル 富山県フェンシング協会
534 荒木　夏鈴 あらき　かりん 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 サーブル 長崎県フェンシング協会
535 伊佐　茜音 いさ　あかね 埼玉栄高等学校 女性 15 サーブル 埼玉県フェンシング協会
536 板山　梨音 いたやま　りおん 大分県立別府翔青高等学校 女性 15 サーブル 大分県フェンシング協会
537 井塚　千昌 いつか　ちあき 島根県立安来高等学校 女性 15 サーブル 島根県フェンシング協会
538 稲野邉　南 いなのべ　みなみ 大原学園高等学校 女性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
539 今村　未羽 いまむら　みう 鹿児島高等学校 女性 15 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
540 岩波　想 いわなみ　こころ 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 サーブル 長崎県フェンシング協会
541 岩本　朋華 いわもと　ともか 大分県立別府翔青高等学校 女性 15 サーブル 大分県フェンシング協会
542 上島　果穂 うえじま　かほ 三重県立津東高等学校 女性 15 サーブル 三重県フェンシング協会
543 植田　萌佳 うえだ　もえか 兵庫県立星陵高等学校 女性 2 サーブル 兵庫県フェンシング協会
544 植村　咲香 うえむら　さきか 香川県立三本松高等学校 女性 2 サーブル 香川県フェンシング協会
545 梅北　愛斐 うめきた　めい 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 15 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
546 江村　美咲 えむら　みさき 中央大学 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
547 大山　美紀 おおやま　みき 茨城県立水戸第三高等学校 女性 15 サーブル 茨城県フェンシング協会
548 岡田　悠 おかだ　はるか 三重県立津東高等学校 女性 15 サーブル 三重県フェンシング協会
549 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校 女性 2 サーブル 群馬県フェンシング協会
550 岡原　真琴 おかはら　まこと 柳井学園高等学校 女性 15 サーブル 山口県フェンシング協会
551 奥野　聖菜 おくの　せいな 石川県立金沢西高等学校 女性 15 サーブル 石川県フェンシング協会
552 奥村　奈央 おくむら　なお 岐阜県立岐阜各務野高等学校 女性 15 サーブル 岐阜県フェンシング協会
553 尾﨑　世梨 おざき　せり 札幌大谷中学校 女性 12 サーブル 北海道フェンシング協会
554 加藤　舞 かとう　まい 青森県立青森北高等学校今別校舎 女性 15 サーブル 青森県フェンシング協会
555 加藤　怜 かとう　れい 岩手県立北上翔南高等学校 女性 2 サーブル 岩手県フェンシング協会
556 加藤　玲衣 かとう　れい 東京女子体育大学 女性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
557 金子　茜 かねこ　あかね 北杜市立甲陵高等学校 女性 15 サーブル 山梨県フェンシング協会
558 鎌戸　あや かまと　あや 甲斐清和高等学校 女性 15 サーブル 山梨県フェンシング協会
559 河合　彩恵 かわい　あやえ 関西大学 女性 5 サーブル 大阪府フェンシング協会
560 川口　美怜 かわぐち　みさと 関西学院大学 女性 5 サーブル 兵庫県フェンシング協会
561 祇園　彩寧 ぎおん　あやね 岡山県立西大寺高等学校 女性 15 サーブル 岡山県フェンシング協会
562 菊地　花帆 きくち　かほ 東京都立王子総合高等学校 女性 15 サーブル 東京都フェンシング協会
563 岸川　莉紗 きしかわ　りさ 佐賀県立佐賀商業高等学校 女性 15 サーブル 佐賀県フェンシング協会
564 北村　智世 きたむら　ともよ 岐阜県立大垣南高等学校 女性 15 サーブル 岐阜県フェンシング協会
565 木村　結 きむら　ゆい 早稲田大学 女性 7 サーブル 東京都フェンシング協会
566 桐木　雪奈 きりき　ゆきな 京都大学 女性 5 サーブル 京都府フェンシング協会
567 熊澤　理久 くまざわ　りく 青森県立黒石高等学校 女性 2 サーブル 青森県フェンシング協会
568 黒田　ほのか くろだ　ほのか 香川県立三本松高等学校 女性 2 サーブル 香川県フェンシング協会
569 小坂　恵未 こさか　めぐみ 立命館高等学校 女性 15 サーブル 京都府フェンシング協会
570 小崎　栞 こさき　しおり 日本大学 女性 12 サーブル 東京都フェンシング協会
571 酒井　さゆり さかい　さゆり 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 2 サーブル 秋田県フェンシング協会
572 酒井　舞亜 さかい　まいあ 日本大学 女性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
573 佐藤　ことの さとう　ことの 仙台市立仙台高等学校 女性 15 サーブル 宮城県フェンシング協会
574 佐藤　萌美 さとう　もえみ 専修大学 女性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
575 佐野　友香 さの　ともか 早稲田大学 女性 7 サーブル 東京都フェンシング協会
576 佐野　佑衣 さの　ゆい 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
577 佐林　優 さばやし　ゆう 慶應義塾大学 女性 2 サーブル 神奈川県フェンシング協会
578 四井　真里奈 しい　まりな 朝日大学 女性 3 サーブル 岐阜県フェンシング協会
579 鹿野　莉華子 しかの　りかこ 埼玉栄高等学校 女性 2 サーブル 埼玉県フェンシング協会
580 設樂　ゆひな したら　ゆひな 高崎商科大学附属高等学校 女性 15 サーブル 群馬県フェンシング協会
581 清水　淑刀 しみず　しゅくと 京都府立乙訓高等学校 女性 15 サーブル 京都府フェンシング協会
582 白峰　杏香 しらみね　きょうか 同志社大学 女性 3 サーブル 京都府フェンシング協会
583 鈴木　詩織 すずき　しおり 宮城県仙台第一高等学校 女性 15 サーブル 宮城県フェンシング協会
584 鈴木　日真莉 すずき　ひまり 福井県立武生商業高等学校 女性 2 サーブル 福井県フェンシング協会
585 早乙女　茉来 そうとめ　まき 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 女性 15 サーブル 栃木県フェンシング協会
586 高嶋　理紗 たかしま　りさ 法政大学 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
587 高野　真友 たかの　まゆ 札幌光星高等学校 女性 12 サーブル 北海道フェンシング協会
588 高橋　千里香 たかはし　ちりか 福岡県立玄界高等学校 女性 15 サーブル 福岡県フェンシング協会
589 高橋　七美 たかはし　ななみ 日本体育大学 女性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
590 髙橋　奈弓 たかはし　なゆん 秋田県立横手高等学校 女性 15 サーブル 秋田県フェンシング協会
591 髙橋　美帆 たかはし　みほ 山形県立山形東高等学校 女性 15 サーブル 山形県フェンシング協会
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592 髙山　真歩 たかやま　まほ 石川県立金沢西高等学校 女性 15 サーブル 石川県フェンシング協会
593 竹見　佳乃香 たけみ　かのか 東亜学園高等学校 女性 15 サーブル 東京都フェンシング協会
594 田﨑　愛 たざき　あい 秋田県立秋田北鷹高等学校 女性 6 サーブル 秋田県フェンシング協会
595 谷口　彩音 たにぐち　あやね 至学館高等学校 女性 15 サーブル 愛知県フェンシング協会
596 月野　敬子 つきの　きょうこ 帝京高等学校 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
597 土井下　涼子 どいした　りょうこ 法政大学第二高等学校 女性 15 サーブル 神奈川県フェンシング協会
598 土佐林　里帆 とさばやし　りほ 札幌大谷高等学校 女性 15 サーブル 北海道フェンシング協会
599 中川　麗夢 なかがわ　らむ 熊本県立翔陽高等学校 女性 15 サーブル 熊本県フェンシング協会
600 中田　陽七理 なかた　ひなり 和歌山県立和歌山東高等学校 女性 2 サーブル 和歌山県フェンシング協会
601 中庭　舞弥 なかにわ　まいや 香川県立三本松高等学校 女性 15 サーブル 香川県フェンシング協会
602 畑澤　佳乃 はたざわ　よしの 専修大学 女性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
603 濵野　純奈 はまの　じゅんな 和歌山県立和歌山東高等学校 女性 15 サーブル 和歌山県フェンシング協会
604 原　朋子 はら　ともこ 富山県立水橋高等学校 女性 2 サーブル 富山県フェンシング協会
605 原田　渉未 はらだ　あみ 佐賀県立佐賀商業高等学校 女性 15 サーブル 佐賀県フェンシング協会
606 肥後　亜美 ひご　あみ 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
607 福島　亜澄 ふくしま　あずみ 長野県箕輪進修高等学校 女性 15 サーブル 長野県フェンシング協会
608 福田　響生 ふくだ　ひびき 香川県立三本松高等学校 女性 7 サーブル 香川県フェンシング協会
609 藤木　妙咲 ふじき　みさき 千葉県立松戸高等学校 女性 2 サーブル 千葉県フェンシング協会
610 藤本　桃歌 ふじもと　ももか 秋田県立秋田北鷹高等学校 女性 15 サーブル 秋田県フェンシング協会
611 本間　友望 ほんま　ゆみ 学習院大学木曜会 女性 5 サーブル 東京都フェンシング協会
612 松浦　未留久 まつうら　みるく 大阪国際滝井高等学校 女性 15 サーブル 大阪府フェンシング協会
613 松尾　美都希 まつお　みつき 日本女子体育大学 女性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
614 間宮　菜奈未 まみや　ななみ 岐阜県立岐阜各務野高等学校 女性 15 サーブル 岐阜県フェンシング協会
615 水口　智恵 みずぐち　ともえ 香川県立三本松高等学校 女性 12 サーブル 香川県フェンシング協会
616 水谷　仁美 みずたに　ひとみ 埼玉県立与野高等学校 女性 15 サーブル 埼玉県フェンシング協会
617 峰岸　祐佳 みねぎし　ゆうか 群馬県立沼田女子高等学校 女性 15 サーブル 群馬県フェンシング協会
618 宮﨑　玲菜 みやざき　れいな 熊本県立翔陽高等学校 女性 15 サーブル 熊本県フェンシング協会
619 向江　彩伽 むかえ　あやか 中央大学 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
620 村上　万里亜 むらかみ　まりあ 愛媛県立三島高等学校 女性 15 サーブル 愛媛県フェンシング協会
621 矢武　大空 やたけ　はるか 香川県立三本松高等学校 女性 15 サーブル 香川県フェンシング協会
622 山内　今日香 やまうち　きょうか 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 2 サーブル 鹿児島県フェンシング協会
623 山川　菜緒 やまかわ　なお 千葉県立東葛飾高等学校 女性 15 サーブル 千葉県フェンシング協会
624 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校 女性 2 サーブル 香川県フェンシング協会
625 山下　涼花 やました　りょうか 柳井学園高等学校 女性 15 サーブル 山口県フェンシング協会
626 山田　ほのか やまだ　ほのか 豊田大谷高等学校 女性 1 サーブル 愛知県フェンシング協会
627 山田　夢羽未 やまだ　ゆうみ 静岡県立沼津西高等学校 女性 15 サーブル 静岡県フェンシング協会
628 山根　真矢 やまね　まや 日本大学 女性 3 サーブル 東京都フェンシング協会
629 山本　亜結 やまもと　あゆ 和歌山県立和歌山東高等学校 女性 6 サーブル 和歌山県フェンシング協会
630 矢幡　侑菜 やわた　ゆきな 朝日大学 女性 3 サーブル 岐阜県フェンシング協会
631 湯淺　未来 ゆあさ　みく 千葉県立検見川高等学校 女性 15 サーブル 千葉県フェンシング協会
632 横田　彩未 よこた　あやみ 沼津フェンシングクラブ 女性 15 サーブル 静岡県フェンシング協会
633 吉田　陽香 よしだ　はるか 神奈川県立湘南高等学校 女性 15 サーブル 神奈川県フェンシング協会
634 吉田　真花 よしだ　まなか 大原学園高等学校 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
635 笠　沙彩 りゅう　さあや 福岡県立玄界高等学校 女性 15 サーブル 福岡県フェンシング協会
636 脇田　樹魅 わきた　じゅみ ＪＯＣエリートアカデミー 女性 1 サーブル 東京都フェンシング協会
637 和田　佳奈 わだ　かな 法政大学 女性 2 サーブル 東京都フェンシング協会
638 東　佑夏 あずま　ゆうか 京都きっず 女性 14 フルーレ 京都府フェンシング協会
639 東　莉央 あずま　りお 日本体育大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
640 飴谷　女織 あめたに　めおり 富山県立水橋高等学校 女性 14 フルーレ 富山県フェンシング協会
641 荒川　愛絵 あらかわ　まなえ 栃木県立栃木商業高等学校 女性 15 フルーレ 栃木県フェンシング協会
642 淡路　未結 あわじ　みゆう 学習院大学木曜会 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
643 五十嵐　悠花 いがらし　ゆか 日本大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
644 石井　羽音 いしい　はのん 水戸女子高等学校 女性 15 フルーレ 茨城県フェンシング協会
645 伊藤　藍 いとう　あい 龍谷大学付属平安高等学校 女性 6 フルーレ 京都府フェンシング協会
646 伊藤　純香 いとう　すみか 日本女子体育大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
647 稲田　椋 いなだ　りょう 和東ジュニアクラブ 女性 15 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
648 井上　理菜 いのうえ　りな 青森県立黒石高等学校 女性 15 フルーレ 青森県フェンシング協会
649 今村　未羽 いまむら　みう 鹿児島高等学校 女性 15 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
650 巌　香蓮 いわお　かれん 兵庫県立星陵高等学校 女性 14 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
651 岩本　鈴菜 いわもと　れいな 和北ジュニアクラブ 女性 8 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
652 上野　優佳 うえの　ゆうか 大分県立別府翔青高等学校 女性 14 フルーレ 大分県フェンシング協会
653 内村　加杏 うちむら　かなん 和北ジュニアクラブ 女性 (3) フルーレ 和歌山県フェンシング協会
654 内山　愛弓 うちやま　あゆみ 青山学院大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
655 梅津　春香 うめつ　はるか 法政大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
656 浦川　真生 うらかわ　まい 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 フルーレ 長崎県フェンシング協会
657 遠藤　里菜 えんどう　りな 早稲田大学 女性 7 フルーレ 東京都フェンシング協会
658 黄田　佳倫 おうた　かりん 法政大学第二高等学校 女性 15 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
659 大﨑　温 おおさき　おん 埼玉栄中学校 女性 14 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
660 小笠原　彩乃 おがさわら　あやの 仙台市立仙台高等学校 女性 14 フルーレ 宮城県フェンシング協会
661 岡田　花鈴 おかだ　かりん ジュニアフェンシング大分 女性 15 フルーレ 大分県フェンシング協会
662 岡田　悠 おかだ　はるか 三重県立津東高等学校 女性 15 フルーレ 三重県フェンシング協会
663 岡田　芽生 おかだ　めい はしまモア 女性 14 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
664 緒方　優姫 おがた　ゆうき 宮崎県立宮崎南高等学校 女性 15 フルーレ 宮崎県フェンシング協会
665 岡田　梨良 おかだ　りら 高崎商科大学附属高等学校 女性 14 フルーレ 群馬県フェンシング協会
666 小川　千尋 おがわ　ちひろ 日本女子体育大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
667 奥田　あや おくだ　あや 三重県立津東高等学校 女性 15 フルーレ 三重県フェンシング協会
668 長壁　怜奈 おさかべ　れいな 東京女子体育大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
669 越智　美有 おち　みゆう 埼玉栄高等学校 女性 15 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
670 小原　文 おはら　あや 高松北中学校 女性 14 フルーレ 香川県フェンシング協会
671 柏原　美歩 かしわばら　みほ 山口県立熊毛南高等学校 女性 10 フルーレ 山口県フェンシング協会
672 加藤　有紗 かとう　ありさ 高崎商科大学附属高等学校 女性 14 フルーレ 群馬県フェンシング協会
673 加藤　怜 かとう　れい 岩手県立北上翔南高等学校 女性 15 フルーレ 岩手県フェンシング協会
674 金子　茜 かねこ　あかね 北杜市立甲陵高等学校 女性 15 フルーレ 山梨県フェンシング協会
675 金子　秀佳 かねこ　ひでか 専修大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
676 狩野　央梨沙 かの　ありさ 常盤木学園高等学校 女性 6 フルーレ 宮城県フェンシング協会
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677 川口　美怜 かわぐち　みさと 関西学院大学 女性 5 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
678 川越　愛美 かわごえ　まなみ 熊本県立翔陽高等学校 女性 15 フルーレ 熊本県フェンシング協会
679 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
680 川砂　真姫 かわすな　まひろ 朝日大学 女性 3 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
681 河村　菜々子 かわむら　ななこ 岐阜県立岐阜各務野高等学校 女性 15 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
682 祇園　彩寧 ぎおん　あやね 岡山県立西大寺高等学校 女性 15 フルーレ 岡山県フェンシング協会
683 岸川　莉紗 きしかわ　りさ 佐賀県立佐賀商業高等学校 女性 2 フルーレ 佐賀県フェンシング協会
684 熊澤　理久 くまざわ　りく 青森県立黒石高等学校 女性 15 フルーレ 青森県フェンシング協会
685 小佐井　彩花 こさい　あやか 熊本県立宇土高等学校 女性 15 フルーレ 熊本県フェンシング協会
686 後藤　ゆうか ごとう　ゆうか 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 15 フルーレ 山形県フェンシング協会
687 金野　眞子 こんの　まこ 宮城県仙台第二高等学校 女性 15 フルーレ 宮城県フェンシング協会
688 斎藤　亜美 さいとう　あみ 福島県立川俣高等学校 女性 15 フルーレ 福島県フェンシング協会
689 齋藤　利莉 さいとう　りり 埼玉栄高等学校 女性 14 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
690 坂井　真子 さかい　まこ 東亜学園高等学校 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
691 境　希梨 さかい　まな 長崎県立諫早商業高等学校 女性 15 フルーレ 長崎県フェンシング協会
692 佐々木　真琴 ささき　まこと 仙台市立仙台高等学校 女性 15 フルーレ 宮城県フェンシング協会
693 佐藤　涼華 さとう　すずか 秋田県立秋田北鷹高等学校 女性 15 フルーレ 秋田県フェンシング協会
694 塩澤　歩花 しおざわ　ほたる 長野県箕輪進修高等学校 女性 15 フルーレ 長野県フェンシング協会
695 重藤　美紀 しげとう　みき 東京OHMEフェンシングクラブ 女性 15 フルーレ 東京都フェンシング協会
696 設樂　ゆひな したら　ゆひな 高崎商科大学附属高等学校 女性 2 フルーレ 群馬県フェンシング協会
697 渋生田　七海 しぶうた　ななみ 埼玉栄高等学校 女性 15 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
698 嶋田　愛音 しまだ　あのん 秋田市ジュニアフェンサーズ 女性 15 フルーレ 秋田県フェンシング協会
699 清水　淑刀 しみず　しゅくと 京都府立乙訓高等学校 女性 15 フルーレ 京都府フェンシング協会
700 下地　柚香 しもぢ　ゆずか 大阪国際滝井高等学校 女性 15 フルーレ 大阪府フェンシング協会
701 白藤　佑佳 しらふじ　ゆか 香川県立高松北高等学校 女性 15 フルーレ 香川県フェンシング協会
702 鈴木　詩 すずき　うた 法政大学第二高等学校 女性 15 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
703 鈴木　日真莉 すずき　ひまり 福井県立武生商業高等学校 女性 15 フルーレ 福井県フェンシング協会
704 鈴木　風香 すずき　ふうか 静岡県立田方農業高等学校 女性 15 フルーレ 静岡県フェンシング協会
705 仙葉　楓佳 せんば　ふうか 早稲田大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
706 早乙女　茉来 そうとめ　まき 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 女性 15 フルーレ 栃木県フェンシング協会
707 髙田　真帆 たかだ　まほ 法政大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
708 髙野　まいか たかの　まいか 東京女子体育大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
709 高野　真友 たかの　まゆ 札幌光星高等学校 女性 14 フルーレ 北海道フェンシング協会
710 髙橋　沙也花 たかはし　さやか 東京ガーデンフェンシングクラブ 女性 14 フルーレ 東京都フェンシング協会
711 高橋　知恵 たかはし　ともえ 千葉県立松戸高等学校 女性 15 フルーレ 千葉県フェンシング協会
712 高原　真央 たかはら　まお 福井県 女性 2 フルーレ 福井県フェンシング協会
713 田口　莉帆 たぐち　りほ 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 6 フルーレ 秋田県フェンシング協会
714 竹澤　志緒里 たけざわ　しおり 京都きっず 女性 2 フルーレ 京都府フェンシング協会
715 竹山　柚葉 たけやま　ゆずは 大阪読売千里クラブ 女性 9 フルーレ 大阪府フェンシング協会
716 伊達　京 だて　みやこ 埼玉栄高等学校 女性 2 フルーレ 埼玉県フェンシング協会
717 谷口　彩音 たにぐち　あやね 至学館高等学校 女性 15 フルーレ 愛知県フェンシング協会
718 玉本　愛佳 たまもと　あいか 光ヶ丘フェンシングクラブ 女性 15 フルーレ 千葉県フェンシング協会
719 玉生　莉紗子 たもう　りさこ ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝﾌｪﾝｼﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ(DFA） 女性 14 フルーレ 東京都フェンシング協会
720 千葉　朱夏 ちば　あかね 早稲田大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
721 津田　愛実 つだ　まなみ 大山崎中学校 女性 15 フルーレ 京都府フェンシング協会
722 手水　利奈 てみず　りな 開新高等学校 女性 2 フルーレ 熊本県フェンシング協会
723 土佐　千乃 とさ　ゆきの 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 6 フルーレ 秋田県フェンシング協会
724 土佐林　里帆 とさばやし　りほ 札幌大谷高等学校 女性 14 フルーレ 北海道フェンシング協会
725 長井　朋佳 ながい　ともか 香川県立三本松高等学校 女性 15 フルーレ 香川県フェンシング協会
726 仲尾　樹央 なかお　なお 中央大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
727 中島　穂乃香 なかじま　ほのか 福井県立武生商業高等学校 女性 15 フルーレ 福井県フェンシング協会
728 中嶋　真実 なかしま　まみ 朝日大学 女性 3 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
729 中島　美月 なかじま　みつき 群馬県立沼田女子高等学校 女性 15 フルーレ 群馬県フェンシング協会
730 永野　菜津子 ながの　なつこ 水戸女子高等学校 女性 2 フルーレ 茨城県フェンシング協会
731 中村　莉子 なかむら　りこ 青山学院大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
732 中屋　暁 なかや　あき 日本大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
733 成田　琉夏 なりた　るか 聖霊女子短期大学付属高等学校 女性 14 フルーレ 秋田県フェンシング協会
734 野口　珠里有 のぐち　じゅりあ 東京フェンシングスクール 女性 1 フルーレ 東京都フェンシング協会
735 登尾　早奈 のぼりお　さな 早稲田大学 女性 7 フルーレ 東京都フェンシング協会
736 登尾　奈友 のぼりお　なゆ 愛媛県立三島高等学校 女性 14 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
737 萩本　みなみ はぎもと　みなみ 東京女子体育大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
738 橋本　結 はしもと　ゆい 大分県立大分豊府高等学校 女性 14 フルーレ 大分県フェンシング協会
739 長谷川　乃愛 はせがわ　のあ 中京大学Ｊｒ． 女性 15 フルーレ 愛知県フェンシング協会
740 花田　夏芽 はなた　なつめ 東京女子体育大学 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
741 巾下　栞奈 はばした　かんな 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 7 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
742 林　真弓 はやし　まゆみ 甲斐清和高等学校 女性 15 フルーレ 山梨県フェンシング協会
743 林　祐未 はやし　ゆみ 岐阜県立羽島北高等学校 女性 2 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
744 原　朋子 はら　ともこ 富山県立水橋高等学校 女性 2 フルーレ 富山県フェンシング協会
745 原田　渉未 はらだ　あみ 佐賀県立佐賀商業高等学校 女性 15 フルーレ 佐賀県フェンシング協会
746 樋口　翠 ひぐち　みどり 慶應義塾湘南藤沢高等部 女性 15 フルーレ 神奈川県フェンシング協会
747 福塚　世帆 ふくつか　ときほ 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 8 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
748 藤　美月 ふじ　みづき 専修大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
749 藤木　妙咲 ふじき　みさき 千葉県立松戸高等学校 女性 2 フルーレ 千葉県フェンシング協会
750 本間　友望 ほんま　ゆみ 学習院大学木曜会 女性 5 フルーレ 東京都フェンシング協会
751 増田　杏心 ますだ　あんじ 岡山県立西大寺高等学校 女性 15 フルーレ 岡山県フェンシング協会
752 松浦　早希 まつうら　さき 茗溪学園高等学校 女性 15 フルーレ 茨城県フェンシング協会
753 松浦　未留久 まつうら　みるく 大阪国際滝井高等学校 女性 15 フルーレ 大阪府フェンシング協会
754 松尾　美都希 まつお　みつき 日本女子体育大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
755 松岡　志歩 まつおか　しほ 朝日大学 女性 3 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
756 美﨑　砂彩 みさき　さあや 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 9 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
757 溝口　礼菜 みぞぐち　れいな 早稲田大学 女性 7 フルーレ 東京都フェンシング協会
758 峰岸　祐佳 みねぎし　ゆうか 群馬県立沼田女子高等学校 女性 15 フルーレ 群馬県フェンシング協会
759 宮下　水稀 みやした　みずき 長野県伊那北高等学校 女性 15 フルーレ 長野県フェンシング協会
760 宮田　遥奈 みやた　はるな 立命館大学 女性 3 フルーレ 京都府フェンシング協会
761 武藤　未澪 むとう　みれい 岐阜県立羽島北高等学校 女性 15 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
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762 村上　万里亜 むらかみ　まりあ 愛媛県立三島高等学校 女性 2 フルーレ 愛媛県フェンシング協会
763 森　彩音 もり　あやね 中央大学 女性 3 フルーレ 東京都フェンシング協会
764 森　千絢 もり　ちひろ 日本大学 女性 2 フルーレ 東京都フェンシング協会
765 森田　明日香 もりた　あすか 和歌山県立和歌山北高等学校 女性 8 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
766 森多　舞 もりた　まい 岩国ジュニアフェンシングクラブ 女性 2 フルーレ 山口県フェンシング協会
767 森野　由樹子 もりの　ゆきこ 関西学院大学 女性 3 フルーレ 兵庫県フェンシング協会
768 矢ヶ部　みずほ やかべ　みずほ 朝日大学 女性 3 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
769 山内　こがね やまうち　こがね 岐阜県立大垣南高等学校 女性 9 フルーレ 岐阜県フェンシング協会
770 八巻　史緒理 やまき　しおり 山形県立米沢興譲館高等学校 女性 15 フルーレ 山形県フェンシング協会
771 山口　寿々奈 やまぐち　すずな 鹿児島県立鹿児島南高等学校 女性 15 フルーレ 鹿児島県フェンシング協会
772 山口　みなみ やまぐち　みなみ 東京都立王子総合高等学校 女性 15 フルーレ 東京都フェンシング協会
773 山口　萌々 やまぐち　もも 富山県立富山西高等学校 女性 2 フルーレ 富山県フェンシング協会
774 山下　さくら やました　さくら 香川県立三本松高等学校 女性 2 フルーレ 香川県フェンシング協会
775 山下　朋乃佳 やました　ほのか 大分県立大分豊府高等学校 女性 15 フルーレ 大分県フェンシング協会
776 山田　ひなた やまだ　ひなた 中京大学Ｊｒ． 女性 9 フルーレ 愛知県フェンシング協会
777 山中　志緒里 やまなか　しおり 立命館大学 女性 3 フルーレ 京都府フェンシング協会
778 山本　亜結 やまもと　あゆ 和歌山県立和歌山東高等学校 女性 9 フルーレ 和歌山県フェンシング協会
779 横田　彩未 よこた　あやみ 沼津フェンシングクラブ 女性 15 フルーレ 静岡県フェンシング協会
780 吉田　那名 よしだ　なな 岩手県立北上翔南高等学校 女性 15 フルーレ 岩手県フェンシング協会
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