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1 橋本　祥英 立教新座高等学校  
2 千葉　忠輝 青山学院中等部  
3 阿部　陽馬 札幌大谷高等学校  
4 峰岸　佳吾 沼田フェンシングクラブ  
5 小貫　暁人 千葉県フェンシング協会  
6 徳永　大輝 埼玉栄高校  
7 小俣　翔碁 埼玉栄高校  
8 松本　純也 沼田高等学校  
9 坂口　駿斗 KIRI.JR フェンシングチーム  
9 林川　琉偉 愛工大名電中学校  

11 鈴木　統吾 立教新座高等学校  
12 三浦　知哉 自由ヶ丘学園高等学校  
13 上出　桐 みなとクラブ  
14 荒井　欧祐 池袋コミニティ・カレッジ  
15 安倍　幹人 慶應義塾湘南藤沢高等部  
16 篠原　光輝 長野県伊那弥生ヶ丘高校  
17 鈴木　嵩晟 東京学館新潟高校  
18 浦部　光 立教新座高等学校  
19 加藤　那琉 KIRI.JR フェンシングチーム  
20 橋本　雄偉 立教新座中学校  
21 杉浦　敬祐 愛工大名電中学校  
22 小野　颯真 埼玉栄高校  
23 薄葉　零 埼玉栄高校  
24 田中　拓進 ISCO FENCING CLUB  
25 増田　光 立教新座高等学校  
26 茂木　廉苑 高崎商科大学附属高等学校  
27 裸野　和也 埼玉栄高校  
28 宮﨑　優翔 埼玉栄高校  
29 木村　公祐 立教新座中学校  
30 青木　武蔵 沼田高等学校  
31 登内　雄心 長野ジュニアフェンシングクラブ  
32 住吉　惇 千葉県フェンシング協会  
33 小林　宙大 トゥッティフェンシングクラブ  
34 長谷川　力玖 愛知工業大学名電中学校  
35 冨田　紘永 立教新座中学校  
36 小西　航路 慶應義塾湘南藤沢高等部  
37 柴　涼太 千葉県フェンシング協会  
38 馬場　柊汰 青山学院高等部  
39 土澤　悠貴 NPO法人　栃木スポーツネット  
40 中村　太紀 千葉県立東葛飾高等学校  
41 中澤　正成 千葉県フェンシング協会  
42 阿部　祐士 埼玉栄高校  
43 高橋　康希 S・E・Aスポーツクラブ  
43 柳原　健二郎 横浜商科大学高等学校フェンシング部  
45 吉永　隆人 東京学館新潟高校  
46 戸島　悠翔 東京ガーデンフェンシングクラブ  
47 見目　宏介 フェンサーズファクトリー  
48 森　祐偉 東京ガーデンフェンシングクラブ  
49 岩切　亮太 千葉県立柏陵高等学校  
50 藤澤　大知 千葉県フェンシング協会  
51 岡本　佑介 リッツフェンシングアカデミー  
52 根岸　慧 立教新座中学校  
52 小池　悠太郎 箕輪中学校  
54 土岡　佑輔 慶應義塾湘南藤沢高等部  
55 栃木　舜也 NPO法人　栃木スポーツネット  
56 齊木　大知 埼玉栄高校  
57 篠原　唯飛 沼田高等学校  
58 坂口　煌希 KIRI.JR フェンシングチーム  
59 中村　健人 箕輪進修高校  
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60 横澤　英慈 埼玉栄高校  
60 長島　弘祐 千葉県フェンシング協会  
62 山田　遥陽 埼玉栄高校  
63 中田　大喜 仙台フェンシングクラブ  
64 小林　千惺 沼田フェンシングクラブ  
65 和田　真成 愛工大名電  
66 遠藤　海 青山学院高等部  
67 熊谷　拓也 沼田高等学校  
68 二村　大雅 慶応中等部  
69 齊藤　幸海 新島学園高等学校  
70 鹿間　琉来 NPO法人　栃木スポーツネット  
71 村井　稀 高崎商科大学附属高等学校  
72 勝又　天 法政大学第二高等学校  
73 椎橋　悠 埼玉栄高校  
74 坂本　大輝 埼玉栄高校  
74 小野　渉真 沼田高等学校  
74 大河原　明 高崎商科大学附属高等学校  

77 佐藤　立基 沼田高等学校  
78 井上　翔誠 埼玉栄高校  
79 宮崎　航太郎 埼玉栄高校  
79 富川　優太 高崎商科大学附属高等学校  
81 高野　旦陽 埼玉栄高校  
82 安達　悠大 埼玉栄高校  
83 中山　俊太 慶應義塾湘南藤沢高等部  
84 峯岸　大樹 高崎商科大学附属高等学校  
85 鈴木　豪 千葉県立東葛飾高等学校  
86 小林　恒誌 高崎商科大学附属高等学校  
86 髙橋　颯志 青山学院高等部  
88 吉田　凌 埼玉栄高校  
89 掛川　由人 高崎商科大学附属高等学校  
89 栗原　優星 埼玉栄高校  
89 佐藤　結弥 おおたスポーツアカデミー  
89 松木　温成 高崎商科大学附属高等学校  
93 今野　颯太 おおたスポーツアカデミー  
94 中澤　薪之介 沼田高等学校  


