
順位 所　　属 名　　前
1 Kiri.Jr フェンシングチーム 加藤　那琉
2 本吉フェンシングクラブ 米倉　尚輝
3 フェンサーズファクトリー 見目　宏介
4 立教新座中学校 橋本　雄偉
5 沼田フェンシングクラブ 峰岸　佳吾
6 みなとフェンシングクラブ 萩原　嵩造
7 Kiri.Jr フェンシングチーム 坂口　駿斗
8 板橋フェンシングクラブ 林川　琉偉
9 みなとフェンシングクラブ 上出　桐
10 板橋フェンシングクラブ 岡本　佑介
11 大平スポーツネット 土澤　悠貴
12 S.E.Aスポーツクラブ 高橋　康希
13 東京フェンシングスクール 迫田　鼓太郎
14 ワセダクラブ 森　祐偉
15 柿の木台スケルマ 清水　康貴
16 水戸クラブ 永野　広輝
17 秋田市ジュニアフェンサーズ 三浦　悠成
18 南箕輪わくわくクラブ 保科　幸作
19 杉並ジュニアＦＴ 内田　諭志
20 宇都宮フェンシングクラブ 菊池　徹平
21 法政大学第二中学校 安井　琥珀
22 箕輪中学校 中村　駿太
23 フェンシングステージ 井下田　ルカ悠樹
24 フェンサーズファクトリー 庄司　光太朗
25 ダウンタウンフェンシングアカデミー 茶野　友秋
26 埼玉栄中学校 小林　慧世
27 南箕輪わくわくクラブ 小池　悠太郎
28 ワセダクラブ 河原　資起
29 青山クラブ 榎本　藏人
30 慶応中等部フェンシング部 迫井　貫太
31 慶応中等部フェンシング部 伊藤　海雲
32 立教新座中学校 木村　公祐
33 トゥッティフェンシングクラブ 山田　光凛
34 コミニティカレッジ 荒井　欧祐
35 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 臼井　康晴
36 横浜フェンサーズクラブ 石渡　健太郎
37 SEISA 金子　峻也
38 立教新座中学校 根岸　慧
39 Kiri.Jr フェンシングチーム 杉元　達弥
40 沼田フェンシングクラブ 小林　塁
41 沼津フェンシングクラブ 横田　尚雅
42 トゥッティフェンシングクラブ 小林　宙大
43 箕輪中学校 小河　勇翔
44 宇都宮フェンシングクラブ 田谷　龍雅
45 立教新座中学校 渡邊　泰成
46 日本フェンシング研究会 渡邊　玲於成
47 大平スポーツネット 鹿間　琉来
48 仙台フェンシングクラブ 中田　大喜
49 立教新座中学校 加藤　功聖
50 沼田フェンシングクラブ 河野　辰海
51 立教新座中学校フェンシング部 古谷　翔吾
52 大平スポーツネット 栃木　舜也
53 慶応湘南藤沢中等部 鈴木　雄貴
54 気仙沼JFC 菅原　史晴
55 沼田フェンシングクラブ 金井　一馬
56 立教新座中学校 堀北　稜介
57 立教新座中学校 福谷　凌史
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58 埼玉栄中学校 濱松　直輝
59 千葉県フェンシング協会 黒澤　塁
60 高崎クラブ 吉田　彪峨
61 立教新座中学校 冨田　紘永
62 法政大学第二中学校 新開　雄斗
63 Kiri.Jr フェンシングチーム 坂口　煌希
64 トゥッティフェンシングクラブ 岸本　錬志
65 おおたスポーツアカデミー 佐藤　結弥
66 Kiri.Jr フェンシングチーム 中島　弘貴
67 東京都  フェンシングステージ 最上　堅仁
67 杉並ジュニアＦＴ 山崎　貴史
69 立教新座中学校 佐藤　慶
70 高崎クラブ 松本　朔
71 立教新座中学校 熊木　優生
72 新潟ＪＦＣ 古川　大翔
73 おおたスポーツアカデミー 渡辺　陽仁
74 小金井ＦＣ 原田　眞太郎
75 水戸クラブ 石川　獅士
75 慶応中等部フェンシング部 二村　大雅
77 法政大学第二中学校 吉田　圭吾
77 立教新座中学校 石川　雄大
77 おおたスポーツアカデミー 木村　珊琥
80 中央大学クレセント 齋藤　瑛
81 宇都宮フェンシングクラブ 板山　歩夢
82 法政大学第二中学校 柴山　徹
83 おおたスポーツアカデミー 今野　颯太
84 慶応中等部フェンシング部 内野　智晴
84 仙台フェンシングクラブ 中田　奈津樹
84 沼田フェンシングクラブ 小林　千惺
87 立教新座中学校 小泉　和輝
87 ダウンタウンフェンシングアカデミー 大崎　究介
89 ダウンタウンフェンシングアカデミー 伊藤　遼志
90 水戸クラブ 小田部　温仁
90 埼玉栄中学校 海老澤　麗王
92 宇都宮フェンシングクラブ 出村　晃幸
93 埼玉栄中学校 金光　顕
94 みなとフェンシングクラブ 石橋　英一郎
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