
男子
氏名 所属

1 宮坂　祐希 FFCあざみ野
2 田代　侑己 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
3 山代屋　和史 愛知工業大学
4 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ
5 岡　怜樹 岩国ジュニアフェンシングクラブ
6 幡掛　正剛 大阪読売千里クラブ
7 安東　一成 岡山県立西大寺高等学校
8 水野　真夏斗 香川県高松北中学校高等学校
9 松田　尚大 香川県高松北中学校高等学校
10 赤松　陽 香川県高松北中学校高等学校
11 圓尾　晃生 香川県高松北中学校高等学校
12 吉田　壮志 香川県高松北中学校高等学校
13 福島　滉成 香川県高松北中学校高等学校
14 𠮷本　孝志 香川県高松北中学校高等学校
15 清水　康貴 柿の木台スケルマ
16 大山　恭右 鹿児島県立鹿児島南高校学校
17 篠原　功 鹿児島県立鹿児島南高校学校
18 今給黎　仁 鹿児島高等学校
19 森田　星那 鹿児島高等学校
20 宮田　春輝 鹿児島高等学校
21 泉　進之介 鹿児島高等学校
22 長崎　驍 関西学院大学
23 播磨れおん 岐阜各務野高等学校
24 小島　宗佑 岐阜県立大垣南高等学校
25 臼井　陸翔 岐阜県立大垣南高等学校
26 光田　陽翔 岐阜県立岐阜各務野高等学校
27 谷渕　祐介 京都府立乙訓高等学校
28 西村　駿佑 京都府立乙訓高等学校
29 植松　蓮音 京都府立乙訓高等学校
30 田井中　優成 京都府立乙訓高等学校
31 山本　悠希 くまげFC
32 白石　光 熊本県立翔陽高校
33 松岡　雄大 熊本県立翔陽高校
34 黒木　翔太 熊本県立翔陽高校
35 中山　友希 熊本県立翔陽高校
36 坂藤　秀昌 慶応義塾高等学校
37 小城　颯人 慶応義塾高等学校
38 藤井　友翔 慶応義塾高等学校
39 伊藤　海雲 慶応義塾高等学校
40 石上　皓英 慶応義塾高等学校
41 尾崎　史龍 高知県立高知小津高等学校
42 尾崎　勇飛 高知県立高知小津高等学校
43 宮田　拓海 高知県立高知南高等学校
44 金井　惺 埼玉エスクリム
45 高橋　賢徳 埼玉エスクリム
46 唐澤　颯斗 埼玉栄高校
47 安井　朱雀 埼玉栄中学校
48 姫野　駿介 サマディフェンシングクラブ
49 遠藤　駿斗 島根県立安来高等学校
50 田中　湊 島根県立安来高等学校
51 松本　康雅 杉並ジュニアFT
52 佐藤　結弥 星槎国際高等学校
53 清水　瑠七 高岡古城フェンシングクラブ
54 青木　友佑 拓殖大学
55 中澤　正成 千葉県立柏陵高等学校
56 木内　博哉 中央大学
57 鈴木　大陸 中央大学



58 藤澤　大知 中央大学
59 斎藤　瑛 中央大学クレセント
60 下林　玄弥 東郷フェンシングクラブ
61 入川　碩 鳥取工業高等学校
62 西村　陽希 富山県立富山中部高等学校
63 篠田　真吾 富山県立福岡高等学校
64 藤原　大二郎 日本体育大学
65 松本　龍 日本大学
66 酒井　哉瑠 日本大学
67 笠原　怜姫 沼田フェンシングクラブ
68 加藤　生純 はしまモアフェンシング
69 石原　康成 はしまモアフェンシング
70 加藤　生純 はしまモアフェンシング
71 菅　凌輔　 兵庫県星陵高等学校
72 大坂　真脩 兵庫県夢野台高等学校
73 村山　貴亮 防衛大学校
74 浅海　聖哉 法政大学
75 小河　勇翔 松本第一高校
76 今井　昭彦 三重県立津東高等学校
77 有賀　尚迪 箕輪中学校
78 臼井　康晴 宮城県気仙沼高等学校
79 杉岡　瑞基 山口県立岩国工業高等学校
80 中本　尚志 山口県立岩国工業高等学校
81 田中　陸大 山口県立岩国工業高等学校
82 下村　祐翔 山口県立岩国工業高等学校
83 田中　光己 山口県立岩国工業高等学校
84 泉　怜邑 山口県立岩国工業高等学校
85 原　宏輝 山口県立岩国工業高等学校
86 ボラノス勇梓郎 山口県立岩国工業高等学校
87 上垣　陽太郎 山口県立岩国工業高等学校
88 前田　拓海 山口県立熊毛南高等学校
89 角坂　大陸 立教大学
90 清水　淳弥 立教大学
91 中﨑　駿太郎 立教大学
92 川西　純功 立命館高等学校
93 中田　憲佑 立命館大学
94 金尾　周平 立命館大学
95 伴　駿輝 立命館中学校
96 藤井　拓都 立命館中学校
97 山本　晴孔 立命館中学校
98 弓長　昇主 愛知工業大学名電高等学校
99 前田　章斗 愛知工業大学名電高等学校
100 永津　稜麻 愛知工業大学名電高等学校
101 山口　倫生 愛知工業大学名電高等学校
102 和田　真成 愛知工業大学名電高等学校
103 平瀬　健真 愛知工業大学名電高等学校
104 山田　雄輝 岐阜県立揖斐高等学校
105 玉井　朔也 岐阜県立揖斐高等学校
106 黒木　優 宮崎県立宮崎南高等学校
107 和田　大河 慶應義塾體育會フェンシング部
108 大嶌　晋平 香川県立三本松高等学校
109 大原　蓮 香川県立三本松高等学校
110 小口　陽也 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
111 山口　竜之介 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
112 菊池徹平 上三川フェンシングクラブ
113 中浦秀哲 上三川フェンシングクラブ
114 畑　拓未 清風高等学校・中学校
115 稲垣　碧夏 清風高等学校・中学校
116 図子　幹太 清風高等学校・中学校



117 上原　一輝 清風高等学校・中学校
118 杉本　悠樹 清風高等学校・中学校
119 船越　宥玖 青森県立田名部高等学校
120 大谷　謙介 専修大学
121 伊藤　海之亮 専修大学
122 佐藤　陽仁 大分県立別府翔青高等学校
123 岡田　快斗 大分県立別府翔青高等学校
124 永松　勇太 大分県立別府翔青高等学校
125 村田　一公 米沢中央高校
126 大浦　成之 米沢中央高校
127 新開　雄斗 法政大学第二高等学校
128 中濵　勝平 法政大学第二高等学校
129 安井　琥珀 法政大学第二高等学校
130 髙橋　未楽 立教新座中学・高校
131 大塚　祐輝 立教新座中学・高校
132 堀北　稜介 立教新座中学・高校
133 前山　颯汰 立教新座中学・高校
134 会田　翔太 立教新座中学・高校
135 間渕　巧 立教新座中学・高校
136 塩崎　陽平 立教新座中学・高校
137 加賀谷　弘太郎 立教新座中学・高校
138 直井　唯真 立教新座中学・高校
139 萩原　聡太 立教新座中学・高校
140 木村　匠吾 龍谷大学付属平安高等学校



女子
氏名 所属

1 篠島　優衣 NEXUS　FENCING　CLUB
2 大高　姫菜 SEISA
3 土井　沙織 明石ジュニアフェンシングクラブ
4 石三　彩香 朝日大学
5 菅原　百花 朝日大学
6 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ
7 田中　みのり 大阪府立鳳高等学校
8 光本　妃那 岡山県立西大寺高等学校
9 松原　綾音 香川県高松北中学校高等学校
10 多田　季恵 香川県高松北中学校高等学校
11 三好　知里 香川県高松北中学校高等学校
12 高木　愛理 香川県立高松高等学校
13 本間　美月 柿の木台スケルマ
14 四本　明李 鹿児島高等学校
15 鍋川原　涼花 鹿児島高等学校
16 渡　柚月 鹿児島高等学校
17 西　彩月 鹿児島高等学校
18 弓場　久愛 鹿児島高等学校
19 角　綾乃 鹿児島高等学校
20 三輪　うらら 関西国際学園
21 石川　愛実 関西学院大学
22 楠　彩名 京都府立乙訓高等学校
23 内山　澪 埼玉栄高校
24 小野　瑞葵 埼玉栄高校
25 佐藤　ひな子 埼玉栄中学校
26 一藤木　由香 静岡県沼津西高等学校
27 須田　真衣 星槎国際高等学校
28 伊藤　凜 専修大学
29 齋藤　華南 専修大学
30 市ヶ谷　愛 専修大学
31 稲垣　まどか セントヨゼフ女子学園高等学校
32 玉村　夏世 武生商業・武生商工高校
33 玉本　愛佳 千葉県立柏陵高等学校
34 陸川　麻琴 中央大学
35 永井　杏奈 中京大学
36 畑　音羽 中京大学
37 中村　真琴 東京学芸大学付属国際中等教育学校
38 赤松　美咲 同志社女子高等学校
39 大西　愛 栃木県立栃木商業高等学校
40 伊藤　愛夏 栃木県立栃木商業高等学校
41 寺山　珠樹 日本大学
42 高橋　栄利佳 日本大学
43 鶴岡　夏子 日本大学
44 後藤　莉望 はしまモアフェンシングクラブ
45 柳生　紗来 はしまモアフェンシングクラブ
46 明石　愛恵 法政大学
47 三田　千晴 法政大学
48 安立　咲穂 三重県立津東高等学校
49 奥田　理紗 三重県立津東高等学校
50 金子　美咲 三重県立津東高等学校
51 塩野　陽菜 三重県立津東高等学校
52 藤森　舞 三重県立津東高等学校
53 西岡　瞳 三田学園高等学校
54 小島　柚貴子 箕輪中学校
55 稲山　友梨 明治大学
56 山本　有沙 山口県立岩国工業高等学校
57 岡田　渓 山口県立岩国工業高等学校



58 木村　真莉菜 山口県立岩国工業高等学校
59 楠　ひなた 山口県立熊毛南高等学校
60 三村　純可 立教大学
61 渡邊　紗都 立命館大学
62 早川　碧莉 ワセダクラブ
63 髙橋　絢華 ワセダクラブ
64 稲葉　咲弥 ワセダクラブ
65 堀尾　彩葉 岐阜県立揖斐高等学校
66 林　愛優 岐阜県立揖斐高等学校
67 濵上　宥佳 宮崎県立宮崎南高等学校
68 徳地　彩花 宮崎県立宮崎南高等学校
69 伊藤　杏樹 慶應義塾體育會フェンシング部
70 鈴木　美也子 慶應義塾體育會フェンシング部
71 樋口　颯希 香川県立三本松高等学校
72 神前　枇和 香川県立三本松高等学校
73 吉岡　杏梛 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
74 足立　悠 大分県立別府翔青高等学校
75 田村　優和 法政大学第二中学校
76 金森　朱咲 法政大学第二高等学校
77 松本　璃音 龍谷大学付属平安高等学校
78 太田　陽詩 龍谷大学付属平安高等学校
79 岸本　鈴 龍谷大学付属平安高等学校



カデ男子
氏名 所属

1 田代　侑己 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
2 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ
3 岡　怜樹 岩国ジュニアフェンシングクラブ
4 幡掛　正剛 大阪読売千里クラブ
5 安東　一成 岡山県立西大寺高等学校
6 圓尾　晃生 香川県高松北中学校高等学校
7 吉田　壮志 香川県高松北中学校高等学校
8 福島　滉成 香川県高松北中学校高等学校
9 𠮷本　孝志 香川県高松北中学校高等学校
10 清水　康貴 柿の木台スケルマ
11 篠原　功 鹿児島県立鹿児島南高校学校
12 宮田　春輝 鹿児島高等学校
13 泉　進之介 鹿児島高等学校
14 播磨れおん 岐阜各務野高等学校
15 小島　宗佑 岐阜県立大垣南高等学校
16 山本　悠希 くまげFC
17 石上　皓英 慶応義塾高等学校
18 尾崎　史龍 高知県立高知小津高等学校
19 尾崎　勇飛 高知県立高知小津高等学校
20 金井　惺 埼玉エスクリム
21 高橋　賢徳 埼玉エスクリム
22 安井　朱雀 埼玉栄中学校
23 姫野　駿介 サマディフェンシングクラブ
24 田中　湊 島根県立安来高等学校
25 松本　康雅 杉並ジュニアFT
26 清水　瑠七 高岡古城フェンシングクラブ
27 中澤　正成 千葉県立柏陵高等学校
28 斎藤　瑛 中央大学クレセント
29 下林　玄弥 東郷フェンシングクラブ
30 西村　陽希 富山県立富山中部高等学校
31 篠田　真吾 富山県立福岡高等学校
32 加藤　生純 はしまモアフェンシング
33 石原　康成 はしまモアフェンシング
34 加藤　生純 はしまモアフェンシング
35 大坂　真脩 兵庫県夢野台高等学校
36 小河　勇翔 松本第一高校
37 今井　昭彦 三重県立津東高等学校
38 有賀　尚迪 箕輪中学校
39 臼井　康晴 宮城県気仙沼高等学校
40 下村　祐翔 山口県立岩国工業高等学校
41 田中　光己 山口県立岩国工業高等学校
42 泉　怜邑 山口県立岩国工業高等学校
43 原　宏輝 山口県立岩国工業高等学校
44 ボラノス勇梓郎 山口県立岩国工業高等学校
45 上垣　陽太郎 山口県立岩国工業高等学校
46 伴　駿輝 立命館中学校
47 藤井　拓都 立命館中学校
48 山本　晴孔 立命館中学校
49 弓長　昇主 愛知工業大学名電高等学校
50 和田　真成 愛知工業大学名電高等学校
51 平瀬　健真 愛知工業大学名電高等学校
52 大原　蓮 香川県立三本松高等学校
53 小口　陽也 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
54 山口　竜之介 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
55 菊池徹平 上三川フェンシングクラブ
56 中浦秀哲 上三川フェンシングクラブ
57 稲垣　碧夏 清風高等学校・中学校



58 図子　幹太 清風高等学校・中学校
59 上原　一輝 清風高等学校・中学校
60 杉本　悠樹 清風高等学校・中学校
61 佐藤　陽仁 大分県立別府翔青高等学校
62 岡田　快斗 大分県立別府翔青高等学校
63 永松　勇太 大分県立別府翔青高等学校
64 堀北　稜介 立教新座中学・高校
65 前山　颯汰 立教新座中学・高校
66 会田　翔太 立教新座中学・高校
67 間渕　巧 立教新座中学・高校
68 塩崎　陽平 立教新座中学・高校
69 加賀谷　弘太郎 立教新座中学・高校
70 直井　唯真 立教新座中学・高校
71 萩原　聡太 立教新座中学・高校
72 木村　匠吾 龍谷大学付属平安高等学校



ジュニア男子
氏名 所属

1 宮坂　祐希 FFCあざみ野
2 山代屋　和史 愛知工業大学
3 船越　宥玖 青森県立田名部高等学校
4 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ
5 岡　怜樹 岩国ジュニアフェンシングクラブ
6 幡掛　正剛 大阪読売千里クラブ
7 安東　一成 岡山県立西大寺高等学校
8 水野　真夏斗 香川県高松北中学校高等学校
9 松田　尚大 香川県高松北中学校高等学校
10 赤松　陽 香川県高松北中学校高等学校
11 圓尾　晃生 香川県高松北中学校高等学校
12 大山　恭右 鹿児島県立鹿児島南高校学校
13 篠原　功 鹿児島県立鹿児島南高校学校
14 今給黎　仁 鹿児島高等学校
15 森田　星那 鹿児島高等学校
16 宮田　春輝 鹿児島高等学校
17 泉　進之介 鹿児島高等学校
18 長崎　驍 関西学院大学
19 小島　宗佑 岐阜県立大垣南高等学校
20 臼井　陸翔 岐阜県立大垣南高等学校
21 光田　陽翔 岐阜県立岐阜各務野高等学校
22 谷渕　祐介 京都府立乙訓高等学校
23 西村　駿佑 京都府立乙訓高等学校
24 植松　蓮音 京都府立乙訓高等学校
25 田井中　優成 京都府立乙訓高等学校
26 白石　光 熊本県立翔陽高校
27 松岡　雄大 熊本県立翔陽高校
28 黒木　翔太 熊本県立翔陽高校
29 中山　友希 熊本県立翔陽高校
30 坂藤　秀昌 慶応義塾高等学校
31 小城　颯人 慶応義塾高等学校
32 藤井　友翔 慶応義塾高等学校
33 伊藤　海雲 慶応義塾高等学校
34 石上　皓英 慶応義塾高等学校
35 宮田　拓海 高知県立高知南高等学校
36 金井　惺 埼玉エスクリム
37 唐澤　颯斗 埼玉栄高校
38 安井　朱雀 埼玉栄中学校
39 姫野　駿介 サマディフェンシングクラブ
40 遠藤　駿斗 島根県立安来高等学校
41 佐藤　結弥 星槎国際高等学校
42 青木　友佑 拓殖大学
43 木内　博哉 中央大学
44 鈴木　大陸 中央大学
45 藤澤　大知 中央大学
46 斎藤　瑛 中央大学クレセント
47 入川　碩 鳥取工業高等学校
48 西村　陽希 富山県立富山中部高等学校
49 篠田　真吾 富山県立福岡高等学校
50 藤原　大二郎 日本体育大学
51 松本　龍 日本大学
52 酒井　哉瑠 日本大学
53 菅　凌輔　 兵庫県星陵高等学校
54 大阪　真脩 兵庫県夢野台高等学校
55 村山　貴亮 防衛大学校
56 浅海　聖哉 法政大学
57 小河　勇翔 松本第一高校



58 今井　昭彦 三重県立津東高等学校
59 有賀　尚迪 箕輪中学校
60 臼井　康晴 宮城県気仙沼高等学校
61 杉岡　瑞基 山口県立岩国工業高等学校
62 中本　尚志 山口県立岩国工業高等学校
63 田中　陸大 山口県立岩国工業高等学校
64 下村　祐翔 山口県立岩国工業高等学校
65 田中　光己 山口県立岩国工業高等学校
66 泉　怜邑 山口県立岩国工業高等学校
67 原　宏輝 山口県立岩国工業高等学校
68 ボラノス勇梓郎 山口県立岩国工業高等学校
69 前田　拓海 山口県立熊毛南高等学校
70 角坂　大陸 立教大学
71 清水　淳弥 立教大学
72 中﨑　駿太郎 立教大学
73 川西　純功 立命館高等学校
74 中田　憲佑 立命館大学
75 金尾　周平 立命館大学
76 弓長　昇主 愛知工業大学名電高等学校
77 前田　章斗 愛知工業大学名電高等学校
78 永津　稜麻 愛知工業大学名電高等学校
79 山口　倫生 愛知工業大学名電高等学校
80 和田　真成 愛知工業大学名電高等学校
81 山田　雄輝 岐阜県立揖斐高等学校
82 玉井　朔也 岐阜県立揖斐高等学校
83 黒木　優 宮崎県立宮崎南高等学校
84 和田　大河 慶應義塾體育會フェンシング部
85 大嶌　晋平 香川県立三本松高等学校
86 小口　陽也 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
87 山口　竜之介 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
88 畑　拓未 清風高等学校・中学校
89 稲垣　碧夏 清風高等学校・中学校
90 図子　幹太 清風高等学校・中学校
91 杉本　悠樹 清風高等学校・中学校
92 中澤　正成 千葉県立柏陵高等学校
93 大谷　謙介 専修大学
94 伊藤　海之亮 専修大学
95 村田　一公 米沢中央高校
96 大浦　成之 米沢中央高校
97 新開　雄斗 法政大学第二高等学校
98 中濵　勝平 法政大学第二高等学校
99 安井　琥珀 法政大学第二高等学校
100 髙橋　未楽 立教新座中学・高校
101 大塚　祐輝 立教新座中学・高校
102 堀北　稜介 立教新座中学・高校
103 前山　颯汰 立教新座中学・高校
104 会田　翔太 立教新座中学・高校
105 間渕　巧 立教新座中学・高校
106 塩崎　陽平 立教新座中学・高校
107 加賀谷　弘太郎 立教新座中学・高校
108 直井　唯真 立教新座中学・高校
109 萩原　聡太 立教新座中学・高校
110 木村　匠吾 龍谷大学付属平安高等学校



カデ女子
氏名 所属

1 篠島　優衣 NEXUS　FENCING　CLUB
2 大高　姫菜 SEISA
3 土井　沙織 明石ジュニアフェンシングクラブ
4 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ
5 三好　知里 香川県高松北中学校高等学校
6 高木　愛理 香川県立高松高等学校
7 本間　美月 柿の木台スケルマ
8 鍋川原　涼花 鹿児島高等学校
9 弓場　久愛 鹿児島高等学校
10 角　綾乃 鹿児島高等学校
11 三輪　うらら 関西国際学園
12 佐藤　ひな子 埼玉栄中学校
13 赤松　美咲 同志社女子高等学校
14 笠原　怜姫 沼田フェンシングクラブ
15 後藤　莉望 はしまモアフェンシングクラブ
16 柳生　紗来 はしまモアフェンシングクラブ
17 安立　咲穂 三重県立津東高等学校
18 奥田　理紗 三重県立津東高等学校
19 金子　美咲 三重県立津東高等学校
20 塩野　陽菜 三重県立津東高等学校
21 藤森　舞 三重県立津東高等学校
22 西岡　瞳 三田学園高等学校
23 小島　柚貴子 箕輪中学校
24 木村　真莉菜 山口県立岩国工業高等学校
25 楠　ひなた 山口県立熊毛南高等学校
26 早川　碧莉 ワセダクラブ
27 髙橋　絢華 ワセダクラブ
28 稲葉　咲弥 ワセダクラブ
29 堀尾　彩葉 岐阜県立揖斐高等学校
30 林　愛優 岐阜県立揖斐高等学校
31 樋口　颯希 香川県立三本松高等学校
32 神前　枇和 香川県立三本松高等学校
33 吉岡　杏梛 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
34 足立　悠 大分県立別府翔青高等学校
35 田村　優和 法政大学第二中学校
36 金森　朱咲 法政大学第二高等学校
37 太田　陽詩 龍谷大学付属平安高等学校
38 岸本　鈴 龍谷大学付属平安高等学校



ジュニア女子
氏名 所属

1 篠島　優衣 NEXUS　FENCING　CLUB
2 大高　姫菜 SEISA
3 石三　彩香 朝日大学
4 菅原　百花 朝日大学
5 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ
6 田中　みのり 大阪府立鳳高等学校
7 光本　妃那 岡山県立西大寺高等学校
8 松原　綾音 香川県高松北中学校高等学校
9 多田　季恵 香川県高松北中学校高等学校
10 三好　知里 香川県高松北中学校高等学校
11 高木　愛理 香川県立高松高等学校
12 本間　美月 柿の木台スケルマ
13 四本　明李 鹿児島高等学校
14 鍋川原　涼花 鹿児島高等学校
15 渡　柚月 鹿児島高等学校
16 西　彩月 鹿児島高等学校
17 弓場　久愛 鹿児島高等学校
18 角　綾乃 鹿児島高等学校
19 石川　愛実 関西学院大学
20 楠　彩名 京都府立乙訓高等学校
21 内山　澪 埼玉栄高校
22 小野　瑞葵 埼玉栄高校
23 佐藤　ひな子 埼玉栄中学校
24 一藤木　由香 静岡県沼津西高等学校
25 須田　真衣 星槎国際高等学校
26 伊藤　凜 専修大学
27 齋藤　華南 専修大学
28 市ヶ谷　愛 専修大学
29 稲垣　まどか セントヨゼフ女子学園高等学校
30 玉村　夏世 武生商業・武生商工高校
31 玉本　愛佳 千葉県立柏陵高等学校
32 陸川　麻琴 中央大学
33 永井　杏奈 中京大学
34 畑　音羽 中京大学
35 中村　真琴 東京学芸大学付属国際中等教育学校
36 大西　愛 栃木県立栃木商業高等学校
37 伊藤　愛夏 栃木県立栃木商業高等学校
38 寺山　珠樹 日本大学
39 高橋　栄利佳 日本大学
40 鶴岡　夏子 日本大学
41 笠原　怜姫 沼田フェンシングクラブ
42 後藤　莉望 はしまモアフェンシングクラブ
43 柳生　紗来 はしまモアフェンシングクラブ
44 明石　愛恵 法政大学
45 三田　千晴 法政大学
46 安立　咲穂 三重県立津東高等学校
47 奥田　理紗 三重県立津東高等学校
48 金子　美咲 三重県立津東高等学校
49 塩野　陽菜 三重県立津東高等学校
50 藤森　舞 三重県立津東高等学校
51 西岡　瞳 三田学園高等学校
52 小島　柚貴子 箕輪中学校
53 稲山　友梨 明治大学
54 山本　有沙 山口県立岩国工業高等学校
55 岡田　渓 山口県立岩国工業高等学校
56 三村　純可 立教大学
57 渡邊　紗都 立命館大学



58 濵上　宥佳 宮崎県立宮崎南高等学校
59 徳地　彩花 宮崎県立宮崎南高等学校
60 伊藤　杏樹 慶應義塾體育會フェンシング部
61 鈴木　美也子 慶應義塾體育會フェンシング部
62 吉岡　杏梛 鹿児島Jr.フェンシングクラブ
63 田村　優和 法政大学第二中学校
64 金森　朱咲 法政大学第二高等学校
65 松本　璃音 龍谷大学付属平安高等学校
66 太田　陽詩 龍谷大学付属平安高等学校
67 岸本　鈴 龍谷大学付属平安高等学校


