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1 勅使河原 明日架 大垣南 51 野　﨑 海　人 三本松 101 井　上 颯　大 大垣南
2 河　村 一　摩 愛工大名電 52 小坂井 翼 大垣南 102 江　澤 智　樹 石山
3 大　竹 凜 岐阜各務野 53 山　田 一　八 高松北 103 鹿　島 康　平 岐阜各務野
3 大　竹 諒 岐阜各務野 54 木　下 太　陽 鳥羽フェンシングクラブ 104 石　橋 遼　大 はしまモア
5 金　森 冬　馬 和歌山東 55 大　石 翼 三本松 105 武　市 有　真 岐阜各務野
6 馬　場 俊　輔 大垣南 56 鎌　田 雄　成 和歌山北 106 奥　村 颯　斗 至学館
7 太　田 航　輔 和歌山東 57 溝　口 陸　斗 上宮 107 多　田 弘之介 城ノ内
8 西　村 啓　佑 乙訓 58 安　立 雄　飛 大垣南 108 藤　田 隼　輔 清風
9 前　田 航　希 岐阜各務野 59 杉　浦 敬　祐 愛工大名電 109 大　西 優　太 揖斐
10 石　橋 廉　大 はしまモア 60 宮　野 史　悠 至学館 110 髙　尾 千　颯 三本松
11 鳥　居 奎次郎 立命館 61 加　納 昌　輝 揖斐 111 小　林 大　貴 立命館
12 菊　元 雪 和北ジュニア 62 小　野 凌　駕 大阪読売千里クラブ 112 屏 拓　人 明石ジュニアフェンシングクラブ

13 田　内 稜　大 大垣南 63 奥　村 悠　里 上宮 113 前　田 航　希 至学館
14 池　戸 秀　大 岐阜各務野 64 深　川 愁　斗 上宮 114 福　本 侑　矢 立命館
15 伊　藤 謙　伸 大垣南 65 展 吉　源 和歌山北 115 渡　邊 成　真 石山
16 高　橋 橙　生 はしまモア 66 久　米 佑　磨 三本松 116 南　口 翔 和歌山東
17 安　藤 壮　司 愛工大名電 67 里　中 優　夢 鳥羽 117 慶　島 快　彦 石山
18 中　谷 亮　彦 京都きっず 68 福　田 遥　平 上宮 118 成　川 海　晴 箕島ジュニアクラブ
19 梅　村 晃　平 大垣南 69 柿　原 立 和北ジュニア 119 沼　尻 祥　明 立命館
20 福　山 寛　太 上宮 70 松　浦 大　陽 揖斐 120 松　田 健太郎 上宮
21 勝　部 拳 清風 71 鳥　山 太　志 岐阜各務野 121 中　島 昂太朗 清風
22 西　脇 裕　馬 上宮 72 荻　田 恒　靖 上宮 122 白　山 智　成 明石ジュニアフェンシングクラブ

23 石　橋 臣　都 高松北 73 安　藤 竜　也 揖斐 123 岡　田 幸一郎 上宮
24 吉　田 晃　大 和歌山北 74 廣　瀬 裕　司 三本松 124 出　口 侑威斗 箕島
25 横　山 勇　太 岐阜各務野 75 岡　田 光　貴 明石ジュニアフェンシングクラブ 125 野　村 侑　世 石山
26 遠　藤 恒　樹 京都クラブ 76 岸 悠　太 清風 126 葉　山 開 上宮
27 安　田 和　真 清風 77 竹　本 大　朗 清風 127 髙　橋 佑　太 乙訓
28 辻　中 悠　真 清風 78 大　坂 真　脩 明石ジュニアフェンシングクラブ 128 近　藤 空 岐阜各務野
29 谷 紘　輔 箕島 79 坂　本 陸 三本松 129 湯　川 和　弘 和歌山東
30 安　田 結　直 岐阜各務野 80 臼　井 陸　翔 大垣南 130 佐　竹 翔　一 立命館
31 長谷川 力　玖 愛工大名電 81 長　崎 驍 上宮 131 佐々木 慶 上宮
32 光　田 陽　翔 岐阜各務野 82 中　垣 慶　人 大垣南 132 高　橋 和　輝 大垣南
33 安　藤 翼 岐阜各務野 83 畑 拓　未 清風 133 田　端 秀　哉 鳥羽
34 大　前 篤　史 高松北 84 近　藤 哲　平 和北ジュニア 134 戸　上 太　一 鳥羽
35 石　井 稜　大 愛工大名電 85 垣　内 涼 箕島 135 山　本 琉　莞 揖斐
36 小　畑 英　人 至学館 86 田　村 勇希星 和歌山東 136 國　料 大　樹 和歌山東
37 杉　山 菖　馬 揖斐 87 丸　小 大　統 上宮 137 井　内 颯　太 三本松
38 多　賀 優　心 大垣南 88 湯　浅 柊　哉 上宮 138 福　井 結　人 鳥羽
39 芦　谷 亮太朗 石山 89 上　田 清　名 岐阜各務野 139 明　石 蓮 三本松
40 大　矢 凌太郎 愛工大名電 90 藤　古 創　世 清風 140 山　崎 博　雅 清風
41 森　田 浩　彰 和歌山北 91 臼　井 幸　輝 岐阜各務野
42 上　田 雄　暉 清風 92 川　西 純　功 立命館
43 水　野 僚　哉 龍谷大平安 93 図　子 幹　太 清風
44 江　崎 蒼一朗 鳥羽フェンシングクラブ 94 越　智 勇　仁 立命館
45 植　木 鐘　平 鳥羽 95 田　端 亮　哉 鳥羽
46 山　本 瑛未瑠 和歌山東 96 岸　上 誉 至学館
47 辻　野 智　之 清風 97 鈴　木 大　陸 大垣南
48 平　岡 大　知 立命館 98 水　戸 りんく 明石ジュニアフェンシングクラブ

49 荒　川 瑛　志 石山 99 高　尾 世　仁 和歌山北
50 伊　藤 真　吾 愛工大名電 100 奥　田 陽　斗 清風
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