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1 千葉　忠輝 青山学院中等部  
2 上出　桐 みなとクラブ  
3 橋本　雄偉 立教新座中学校  
4 榎本　藏人 青山学院中等部  
5 戸島　悠翔 東京ガーデンフェンシングクラブ  
6 長谷川　力玖 愛知工業大学名電中学校  
7 遠藤　雅虎 箕輪中学校  
8 田中　拓進 ISCO FENCING CLUB  
9 内田　諭志 杉並ジュニアFT  

10 清原　崇史 本吉フェンシングクラブ  
11 小林　宙大 トゥッティフェンシングクラブ  
12 杉浦　敬祐 愛工大名電中学校  
13 小池　悠太郎 箕輪中学校  
14 臼井　康晴 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ  
15 最上　堅仁 フェンシングステージ  
16 河野　辰海 沼田フェンシングクラブ  
17 迫田　鼓太郎 東京フェンシングスクール  
18 庄司　光太朗 水戸クラブ  
18 林川　琉偉 愛工大名電中学校  
20 坂口　煌希 KIRI.JR フェンシングチーム  
21 阿部　磨郁 札幌クラブ  
22 横田　尚雅 KIRI.JR フェンシングチーム  
23 土澤　悠貴 NPO法人　栃木スポーツネット  
24 出村　晃幸 宇都宮フェンシングクラブ  
25 湯浅　柊哉 上宮学園中学校  
26 有賀　尚迪 箕輪中学校  
27 埋橋　匠 長野ジュニアフェンシングクラブ  
28 渡邊　玲於成 日本フェンシング研究会  
29 金光　顕 埼玉栄中学校  
30 萩原　嵩造 慶應義塾湘南藤沢中等部  
31 濱松　直輝 埼玉栄中学校  
32 石川　雄大 立教新座中学校  
33 岡本　佑介 リッツフェンシングアカデミー  
34 河原　資起 立教新座中学校  
35 井下田　ルカ悠樹 フェンシングステージ  
36 河野　碩資 三田フェンシングクラブ  
37 茶野　友秋 DFA  
38 中澤　正成 市川FC  
39 金子　峻也 ワセダクラブ  
40 金井　一馬 沼田フェンシングクラブ  
41 宮﨑　陸翔 埼玉エスクリム  
42 小河　勇翔 箕輪中学校  
43 佐藤　慶 立教新座中学校  
44 栃木　舜也 NPO法人栃木スポーツネット  
45 木村　珊琥 おおたスポーツアカデミー  
46 中田　大喜 仙台ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  
47 中尾　豪太 みなとクラブ  
48 小林　千惺 沼田フェンシングクラブ  
49 永野　広輝 水戸クラブ  
50 鹿間　琉来 NPO法人　栃木スポーツネット  
51 熊木優生 立教新座中学校  
52 松本　朔 高崎クラブ  
53 室伏　広門 さくらフェンシングクラブ  
54 西島　一騎 速星中学校  
55 菊池　徹平 宇都宮フェンシングクラブ  
56 大崎　究介 三田フェンシングクラブ  
57 菅原　史晴 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ  
58 石川　獅士 水戸クラブ  
59 石渡　健太郎 横浜フェンサーズクラブ  
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60 小笠原　心 RITZ FENCING ACADEMY  
61 中島　弘貴 KIRI.JR フェンシングチーム  
62 小林　聖夜 かみのかわフェンシングクラブ  
63 古川　大翔 新潟JFC  
64 石橋　英一郎 みなとクラブ  
65 田谷　龍雅 宇都宮フェンシングクラブ  
66 渡辺　耀仁 おおたスポーツアカデミー  
67 安達　諒 立教新座中学校  
68 大山　凛大 立教新座中学校  
69 加賀谷　弘太郎 立教新座中学校  
70 大野　慎二郎 さくらフェンシングクラブ  
71 清水　野真 JV体育教室  
72 茂木　文壱 おおたスポーツアカデミー  
73 谷合　良太 JV体育教室  
74 塩崎　陽平 立教新座中学校  
74 齋藤　瑛 中央大学クレセント  
76 根井　博登 柿の木台スケルマ  

77 間渕　巧 立教新座中学校  
78 小林　橘平 埼玉栄中学校  
78 大木　涼輔 立教新座中学校  
80 田尾　康介 三田フェンシングクラブ  
81 岡崎　蒼士 KIRI.JR フェンシングチーム  
82 金森　陽 ＪＶ体育教室  
83 根岸　煌太郎 三田フェンシングクラブ  
84 鈴木　哲矢 NEXUS FENCING CLUB  
85 厳　盛曄 ダウンタウンフェンシングアカデミー  
85 今井　瑠人 埼玉栄中学校  
87 和田　真成 愛工大名電中学校  
88 鎌滝　孔大 おおたスポーツアカデミー  
89 田中　晴都 山梨ジュニアフェンシング  
90 直井　唯真 立教新座中学校  
91 会田　翔太 立教新座中学校  
92 盛　暢孝 法政大学第二中学校  
93 野谷　海翔 立教新座中学校  
94 飯嶋　俊介 立教新座中学校  


