
姓 名 性別 所属チーム名（正式名称） 姓 名 性別 所属チーム名（正式名称）

1 稲葉 咲弥 女性 NEXUS FENCING CLUB 1 高井 秀 男性 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー

2 田井 慶音 女性 RITZ FENCING ACADEMY 2 田代 侑己 男性 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー

3 大高 姫菜 女性 SOKAフェンシングクラブ 3 福光 三輝矢 男性 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー

4 竹重 咲晴 女性 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 4 浅海 結哉 男性 さいたま市フェンシング連盟

5 國弘 楓 女性 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 5 巣山 龍生 男性 サマディフェンシング倶楽部

6 堀尾 瑠華 女性 はしまモアフェンシングクラブ 6 清水 康貴 男性 スミダフェンシングクラブ

7 髙橋 絢華 女性 ワセダクラブ 7 加藤 生純 男性 はしまモアフェンシングクラブ

8 早川 碧莉 女性 ワセダクラブフェンシングスクール 8 和田 真成 男性 愛知工業大学名電高等学校

9 古賀 万結 女性 岩国ジュニアフェンシングクラブ 9 山田 爽人 男性 愛知工業大学名電中学校

10 七五三 心夏 女性 岩国ジュニアフェンシングクラブ 10 ボラノス 檜斗 男性 岩国ジュニアフェンシングクラブ

11 後藤 有珠里 女性 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 11 野村　 健心 男性 岩国ジュニアフェンシングクラブ

12 柳生 紗来 女性 岐阜県立大垣養老高校 12 岡 怜樹 男性 岩国ジュニアフェンシングクラブ

13 カマラ 亜美菜 女性 熊本ヤングフェンシングクラブ 13 牧野 正嗣 男性 岐阜県立大垣養老高校

14 笠原 怜姫 女性 群馬県立沼田女子高等学校 14 渡邊 真之介 男性 岐阜県立大垣養老高校

15 浅見 萠寧 女性 慶應義塾湘南藤沢中等部 15 小坂 拓三 男性 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

16 阿久津 莉亜菜 女性 慶應義塾湘南藤沢中等部 16 山本 航士郎 男性 宮崎県立宮崎南高等学校

17 高橋 梨桜 女性 光が丘フェンシングクラブ 17 中田 大喜 男性 宮城県利府高等学校

18 杉本 恵麻 女性 香川県立高松北中学校 18 寒川 虎太郎 男性 熊本ヤングフェンシングクラブ

19 野口 実寛 女性 香川県立高松北中学校高等学校 19 申 濬 男性 慶應義塾高等学校

20 篠島 優衣 女性 埼玉栄高等学校 20 板東 由眞 男性 香川県立高松北高等学校

21 唐澤 栞杏 女性 埼玉栄高等学校 21 吉本 孝志 男性 香川県立高松北中学校

22 佐藤 ひな子 女性 埼玉栄中学校 22 奥山 塁 男性 香川県立高松北中学校

23 辻 穂雅 女性 三重県立津東高等学校 23 熊野 創太 男性 香川県立高松北中学校

24 伊東 和奏 女性 三重県立津東高等学校 24 福島 滉成 男性 香川県立高松北中学校

25 岡田 華苑 女性 三重県立津東高等学校 25 清水 瑠七 男性 高岡古城フェンシングクラブ

26 堀川 愛美 女性 三重県立津東高等学校 26 白江 勇翔 男性 高岡高等学校

27 笹間 歩花 女性 三重県立津東高等学校 27 金井 惺 男性 埼玉エスクリム

28 大橋 埜乃 女性 鹿児島フェンシングアカデミー 28 宮﨑 陸翔 男性 埼玉エスクリム

29 神村 茜 女性 鹿児島県立鹿児島南高等学校 29 今井 瑠人 男性 埼玉栄高等学校

30 弓場 久愛 女性 鹿児島高等学校 30 安井 朱雀 男性 埼玉栄中学校

31 中村 季咲 女性 鹿児島高等学校 31 松本 大駕 男性 三重県立津東高等学校

32 若松 美奈 女性 鹿児島高等学校 32 佐々木 蓮斗 男性 三重県立津東高等学校

33 吉岡 杏梛 女性 鹿児島南クラブ 33 田尾 康介 男性 三田フェンシングクラブ

34 成田 和叶 女性 秋田市ジュニアフェンサーズ 34 上垣 陽太郎 男性 山口県立岩国工業高等学校

35 松本 悠愛 女性 松江フェンシングクラブ 35 武藤 樹弥 男性 山口県立岩国工業高等学校

36 中矢 遥菜 女性 松山ジュニアフェンシングクラブ 36 山本 悠希 男性 山口県立岩国工業高等学校

37 宮垣 わこ 女性 沼津フェンシングクラブ 37 幡掛 正剛 男性 山口県立岩国工業高等学校

38 飯塚 彩子 女性 上三川フェンシングクラブ 38 上本 里基 男性 山口県立岩国工業高等学校

39 皆川 愛莉 女性 水戸女子高等学校 39 玉井 瞬一郎 男性 山口県立岩国工業高等学校

40 川又 菜月 女性 水戸女子高等学校 40 中西 怜典 男性 山口県立岩国工業高等学校

41 赤津 知佳 女性 水戸女子高等学校 41 山口 竜之介 男性 鹿児島県立鹿児島南高等学校

42 山内 乃綾 女性 静岡県立磐田南高等学校 42 櫻井 麻樹 男性 鹿児島県立鹿児島南高等学校

43 青木 綾乃 女性 千葉県立検見川高等学校 43 伊藤 煌二郎 男性 秋田市ジュニアフェンサーズ

44 本間 美月 女性 千葉県立松戸高等学校 44 山師 羚 男性 松山ジュニアフェンシングクラブ

45 小島 柚貴子 女性 長野県立伊那北高等学校 45 有賀 尚迪 男性 上伊那農業高等学校

46 田中 亜莉沙 女性 栃木県立宇都宮南高等学校 46 柴田 和弥 男性 上宮高校

47 土井 沙織 女性 兵庫県立宝塚高等学校 47 後藤 彩斗 男性 上三川フェンシングクラブ

48 岩本 紅那 女性 別府ジュニアフェンシングクラブ 48 中浦 秀哲 男性 上三川フェンシングクラブ

49 佐藤 優衣 女性 法政大学第二高等学校 49 松本 康雅 男性 杉並ジュニアフェンシングチーム

50 田村 優和 女性 法政大学第二高等学校 50 永野 広輝 男性 清真学園高等学校

51 羽石 祐丹 女性 ダウンタウンフェンシングアカデミー 51 上原 一輝 男性 清風高等学校・中学校

52 杉本 悠樹 男性 清風高等学校・中学校

53 日浦 維吹 男性 青山クラブ

54 斎藤　 逞 男性 石川ジュニアフェンシングクラブ

55 臼井 俊太朗 男性 大垣フェンシングクラブ

56 田内 渓 男性 大垣南高校

57 宮浜 嘉惟 男性 鳥羽市立鳥羽東中学校

58 齋藤 瑛 男性 帝京高等学校

59 齋藤 柊羽 男性 東京ガーデンフェンシングクラブ

60 姫野 駿介 男性 東京学芸大学附属高等学校

61 下林 玄弥 男性 東郷フェンシングクラブ

62 中川 翔太 男性 徳島県立城ノ内中等教育学校

63 瀬山 真輝 男性 徳島県立城ノ内中等教育学校

64 菊池 徹平 男性 栃木県立宇都宮中央高等学校

65 白山 智成 男性 兵庫県立高砂高等学校

66 八巻 旭陽 男性 米沢市フェンシングスポーツ少年団

67 竹原 朋哉 男性 別府ジュニアフェンシングクラブ

68 戸島 悠翔 男性 法政大学第二高等学校

69 脇崎 裕之 男性 墨田フェンシングクラブ

70 山﨑 聡司 男性 墨田フェンシングクラブ

71 間渕 巧 男性 立教新座高等学校

72 加賀谷 弘太郎 男性 立教新座高等学校

73 塩崎 陽平 男性 立教新座高等学校

74 石黒 碁大 男性 立教新座高等学校

カデ女子エペ カデ男子エペ
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カデ女子エペ カデ男子エペ

75 杉野 祥大 男性 立教新座高等学校

76 萩原 聡太 男性 立教新座中学

77 山本 晴孔 男性 立命館中学校

78 藤井 拓都 男性 立命館中学校

79 伴 駿輝 男性 立命館中学校

80 深尾 俐瑠紀 男性 龍谷大学付属平安高等学校

81 富田 匠馬 男性 龍谷大学附属平安高等学校
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