
種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 カデ女子サーブル 野元 麻央 鹿児島Jr.フェンサーズ 野元 健一郎

2 カデ女子サーブル 関谷 百萌 沼津西高等学校 ー

3 カデ女子サーブル 東 果鈴 鹿児島南高校 ー

4 カデ女子サーブル 岡田 彩良 加藤学園暁秀高校 ⾧良 将司

5 カデ女子サーブル 眞正 樹理 鹿児島南高等学校 眞正 基道

6 カデ女子サーブル 葛 優花 鹿児島高等学校 葛 ひろみ

7 カデ女子サーブル 及川 あゆむ 八王子フェンシングクラブ 及川 佑介

8 カデ女子サーブル 加藤 里菜 沼田フェンシングクラブ ー

9 カデ女子サーブル 鈴木 凜 法政大学第二高等学校 鈴木 寛之

10 カデ女子サーブル 安原 愛菜 沼田女子高等学校 安原 宏幸

11 カデ女子サーブル 三宅 そな はしまモア 高橋 裕美

12 カデ女子サーブル 鈴木 輝愛 アスルクラロフェンシングアカデミー ⾧良 将司

13 カデ女子サーブル 奥村 春香 大垣南高校 ー

14 カデ女子サーブル 山之内 愛瑠 鹿児島南高等学校 ー

15 カデ女子サーブル 小笠原 悠 アスルクラロフェンシングアカデミー ー

16 カデ女子サーブル 金髙 生幸 愛知工業大学名電高等学校 冨田 弘樹

17 カデ女子サーブル 髙橋 ひなた はしまモアフェンシングクラブ 高橋 裕美

18 カデ女子サーブル 西山 晴葵 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 本假屋 茜

19 カデ女子サーブル イ サシャ ユンス SEISA 江村 宏二

20 カデ女子サーブル 笹川 莉花 SEISA 江村 宏二

21 カデ女子サーブル 孫 エイマ 福岡県フェンシング協会 橋本 寛

22 カデ女子サーブル 肥川 寿々 福岡県Ｆ協会 野元 伸一郎

23 カデ女子サーブル 泉 穂乃香 柳井学園高等学校 山田 諭志

24 カデ女子サーブル 後藤 結衣 法政大学第二高等学校 ー

25 カデ女子サーブル 大岡 詩苑 愛媛フェンシングクラブ 佐々木 聖

26 カデ女子サーブル 西岡 郁花 愛媛フェンシングクラブ 隅岡 元気

27 カデ女子サーブル 石川 素愛 愛媛フェンシングクラブ 隅岡 元気

28 カデ女子サーブル 後藤 碧衣 大分豊府高等学校 大石 峻司

29 カデ女子サーブル 三浦 向日葵 えひめ愛顔のジュニアアスリート 隅岡 元気

30 カデ女子サーブル 伊賀 麻茜 えひめ愛顔のジュニアアスリート 隅岡 元気

31 カデ女子サーブル 周藤 美月 新田高等学校 佐々木 聖

32 カデ女子サーブル 室根 舞羽 法政大学附属第二高等学校 ー

33 カデ女子サーブル 合田 夏希 えひめ愛顔のジュニアアスリート 隅岡 元気



種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 カデ男子サーブル 伊藤 遼志 法政大学第二高等学校 伊藤 典子

2 カデ男子サーブル ⾧嶋 翼 津みえFC ⾧嶋 柊司

3 カデ男子サーブル 金刺 慶一郎 NEXUS FENCING CLUB 金刺 夏樹

4 カデ男子サーブル 首藤 翼 別府ジュニアフェンシングクラブ 首藤 豊繁

5 カデ男子サーブル 田中 遼大 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 田中 元

6 カデ男子サーブル バーナード 洋人 アスルクラロフェンシングアカデミー ⾧良 将司

7 カデ男子サーブル 奥井 咲之祐 愛知工業大学名電中学校 冨田 弘樹

8 カデ男子サーブル 後藤 優太 岐阜各務野高校 小栗 千紗絵

9 カデ男子サーブル 小野 佑嘉 ジュニアフェンシング大分 小野 大輔

10 カデ男子サーブル 河野 碩資 三田フェンシングクラブ ー

11 カデ男子サーブル 馬淵 朝日 はしまモアフェンシングクラブ 高橋 裕美

12 カデ男子サーブル 河原 資起 立教新座高等学校 中村 聡

13 カデ男子サーブル 井上 将人 立命館高等学校 加藤 美也子

14 カデ男子サーブル 藤井 遙人 本庄高等学校 ー

15 カデ男子サーブル 田丸 広 SEISA 江村 宏二

16 カデ男子サーブル トゥルヒーン ミハイル SEISA 江村 宏二

17 カデ男子サーブル 小林 千惺 沼田高等学校 小林 千晴

18 カデ男子サーブル 古川 昊 鹿児島南高等学校 古川 正美

19 カデ男子サーブル 坂元 俐仁 鹿児島南高等学校 古川 正美

20 カデ男子サーブル 下村 悠陽 柳井学園高等学校 中村 裕子

21 カデ男子サーブル 大塚 零生 明石ジュニアフェンシングクラブ 大塚 哲也

22 カデ男子サーブル 芳賀 舵生 立教新座中学校 中村 聡

23 カデ男子サーブル 織田 優晴 新田高等学校 佐々木 聖

24 カデ男子サーブル 石原 叡 慶應義塾湘南藤沢中等部 石原 剛

25 カデ男子サーブル 岩元 一真 鹿児島南クラブ 古川 正美

26 カデ男子サーブル 板橋 央 新田高等学校 佐々木 聖

27 カデ男子サーブル 切手 理幾 慶應義塾高等学校 ー

28 カデ男子サーブル 吉永 虎大 鹿児島南クラブ 古川 正美

29 カデ男子サーブル 阿部 磨郁 札幌大谷中学校 ー



種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 ジュニア女子サーブル 野元 麻央 鹿児島Jr.フェンサーズ 野元 健一郎

2 ジュニア女子サーブル 関谷 百萌 沼津西高等学校 ー

3 ジュニア女子サーブル 大島 愛実 埼玉栄高等学校 ー

4 ジュニア女子サーブル 岡田 彩良 加藤学園暁秀高校 ⾧良 将司

5 ジュニア女子サーブル 眞正 樹理 鹿児島南高等学校 眞正 基道

6 ジュニア女子サーブル 鈴木 暦 法政大学 ー

7 ジュニア女子サーブル 駒路 ひかる 鹿児島南高校 ー

8 ジュニア女子サーブル 葛 優花 鹿児島高等学校 葛 ひろみ

9 ジュニア女子サーブル 亀井 佑月 岐阜各務野高校 小栗 千紗絵

10 ジュニア女子サーブル 加藤 杏実 岐阜各務野高校 小栗 千紗絵

11 ジュニア女子サーブル 久保田 絢子 慶應義塾大学 ー

12 ジュニア女子サーブル 加藤 里菜 沼田フェンシングクラブ ー

13 ジュニア女子サーブル 鈴木 凜 法政大学第二高等学校 鈴木 寛之

14 ジュニア女子サーブル 東出 くるみ 法政大学第二高等学校 鈴木 寛之

15 ジュニア女子サーブル 種市 もね 法政大学第二高等学校 鈴木 寛之

16 ジュニア女子サーブル 後藤 千里 高松北高等学校 ー

17 ジュニア女子サーブル 植村 紀香 三本松高等学校 ー

18 ジュニア女子サーブル 安原 愛菜 沼田女子高等学校 安原 宏幸

19 ジュニア女子サーブル 三宅 そな はしまモア 高橋 裕美

20 ジュニア女子サーブル 鈴木 輝愛 アスルクラロフェンシングアカデミー ⾧良 将司

21 ジュニア女子サーブル 奥村 春香 大垣南高校 ー

22 ジュニア女子サーブル 金子 優衣奈 日本大学 ー

23 ジュニア女子サーブル 菊地 心和 日本大学 ー

24 ジュニア女子サーブル 笹木 咲里 日本大学 ー

25 ジュニア女子サーブル 笠原 佳姫 日本大学 ー

26 ジュニア女子サーブル 金髙 生幸 愛知工業大学名電高等学校 冨田 弘樹

27 ジュニア女子サーブル 山崎 妃奈乃 渋谷教育学園幕張高等学校 橋本 寛

28 ジュニア女子サーブル 伊藤 花乃 三島高等学校 新田 涼平

29 ジュニア女子サーブル 石津 真帆 三島高等学校 新田 涼平

30 ジュニア女子サーブル 大井 歌乃 三島高等学校 新田 涼平

31 ジュニア女子サーブル 髙橋 ひなた はしまモアフェンシングクラブ 高橋 裕美

32 ジュニア女子サーブル 川村 佳乃 日本体育大学 ー

33 ジュニア女子サーブル 髙殿 実叶 中京大学 ー

34 ジュニア女子サーブル 小林 侑愛 中京大学 ー

35 ジュニア女子サーブル 土屋 夏生 中京大学 ー

36 ジュニア女子サーブル 村上 愛夢 東京女子体育大学 ー

37 ジュニア女子サーブル 西山 晴葵 宮崎ジュニアフェンシングクラブ 本假屋 茜

38 ジュニア女子サーブル 板橋 香菜子 SEISA 江村 宏二

39 ジュニア女子サーブル イ サシャ ユンス SEISA 江村 宏二

40 ジュニア女子サーブル 笹川 莉花 SEISA 江村 宏二



41 ジュニア女子サーブル 古川 妃代 諫早商業高等学校 松尾 友紀

42 ジュニア女子サーブル 福田 優海 諫早商業高等学校 松尾 友紀

43 ジュニア女子サーブル 一瀬 咲季 諫早商業高等学校 松尾 友紀

44 ジュニア女子サーブル 寺平 琴望 諫早商業高等学校 松尾 友紀

45 ジュニア女子サーブル 黒田 七夏 諫早商業高等学校 松尾 友紀

46 ジュニア女子サーブル 徳永 美波音 諫早商業高等学校 松尾 友紀

47 ジュニア女子サーブル 橋野 美咲 諫早商業高等学校 松尾 友紀

48 ジュニア女子サーブル 東 未来 朝日大学 ー

49 ジュニア女子サーブル 八惣 柚香 朝日大学 ー

50 ジュニア女子サーブル 孫 エイマ 福岡県フェンシング協会 橋本 寛

51 ジュニア女子サーブル 肥川 寿々 福岡県Ｆ協会 野元 伸一郎

52 ジュニア女子サーブル 桐島 愛 玄界高等学校 野元 伸一郎

53 ジュニア女子サーブル 藤木 旭生 佐賀商業高校 ー

54 ジュニア女子サーブル 松本 栖羽 エスコラピオス学園海星高等学校 ー

55 ジュニア女子サーブル 谷口 真麻 柳井学園高等学校 山田 諭志

56 ジュニア女子サーブル 泉 穂乃香 柳井学園高等学校 山田 諭志

57 ジュニア女子サーブル 丸藻 恭加 立命館大学 吉田 将士

58 ジュニア女子サーブル 大岡 詩苑 愛媛フェンシングクラブ 佐々木 聖

59 ジュニア女子サーブル 織田 優波 新田高等学校 佐々木 聖

60 ジュニア女子サーブル 伊藤 優果 新田高等学校 佐々木 聖

61 ジュニア女子サーブル 吉岡 美海 新田高等学校 佐々木 聖

62 ジュニア女子サーブル 西岡 郁花 愛媛フェンシングクラブ 隅岡 元気

63 ジュニア女子サーブル 後藤 碧衣 大分豊府高等学校 大石 峻司

64 ジュニア女子サーブル 周藤 美月 新田高等学校 佐々木 聖

65 ジュニア女子サーブル 横田 彩未 法政大学第二高等学校 ー

66 ジュニア女子サーブル 平林 七奈子 王子総合高等学校 ー



種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 ジュニア男子サーブル 茶野 友秋 法政大学第二高等学校 ー

2 ジュニア男子サーブル 坪田 龍知 埼玉栄高等学校 ー

3 ジュニア男子サーブル 佐藤 悠雅 早稲田大学 ー

4 ジュニア男子サーブル 首藤 翼 別府ジュニアフェンシングクラブ 首藤 豊繁

5 ジュニア男子サーブル 伊藤 遼志 法政大学第二高等学校 ー

6 ジュニア男子サーブル 柴山 徹 法政大学第二高等学校 ー

7 ジュニア男子サーブル 野村 宗純 立教大学 野村 宗一郎

8 ジュニア男子サーブル 山口 李世 法政大学第二高等学校 ー

9 ジュニア男子サーブル 奥井 咲之祐 愛知工業大学名電中学校 冨田 弘樹

10 ジュニア男子サーブル 中井 蓮大郎 岐阜各務野高校 後藤 優太

11 ジュニア男子サーブル 石橋 廉大 岐阜各務野高校 小栗 千紗絵

12 ジュニア男子サーブル 髙橋 侑杜 岐阜各務野高校 小栗 千紗絵

13 ジュニア男子サーブル 小澤 祐太 慶應義塾大学 ー

14 ジュニア男子サーブル 服部 玄太 慶應義塾大学 ー

15 ジュニア男子サーブル 大北 稜 羽島北高等学校 三島 巧

16 ジュニア男子サーブル 渡部 颯良 東亜学園高等学校 渡部 達郎

17 ジュニア男子サーブル 佐竹 翔一 立命館大学フェンシング部 ー

18 ジュニア男子サーブル 馬淵 朝日 はしまモアフェンシングクラブ 高橋 裕美

19 ジュニア男子サーブル 沼尻 祥明 立命館大学 吉田 将士

20 ジュニア男子サーブル 井上 将人 立命館高等学校 加藤 美也子

21 ジュニア男子サーブル 明瀬 友斗 愛知工業大学名電高等学校 冨田 弘樹

22 ジュニア男子サーブル 上村 明武 岩国工業高等学校 上村 文

23 ジュニア男子サーブル 密田 創太 早稲田大学 ー

24 ジュニア男子サーブル 菰田  遼太郎 三島高等学校 新田 涼平

25 ジュニア男子サーブル 石川 晴葵 三島高等学校 新田 涼平

26 ジュニア男子サーブル 髙橋 龍聖 三島高等学校 新田 涼平

27 ジュニア男子サーブル 石川 裕月 三島高等学校 新田 涼平

28 ジュニア男子サーブル 天内 圭太 日本体育大学 ー

29 ジュニア男子サーブル 大村 尚土 日本体育大学 ー

30 ジュニア男子サーブル 坪 颯登 日本体育大学 ー

31 ジュニア男子サーブル 富平 洋丞 愛工大名電 富田 弘樹

32 ジュニア男子サーブル 藤井 遙人 本庄高等学校 ー

33 ジュニア男子サーブル 上山 一鉄 星槎国際高等学校川口 江村 宏二

34 ジュニア男子サーブル 宮﨑 孝司郎 星槎国際高等学校川口 江村 宏二

35 ジュニア男子サーブル 伊藤 羽舷 星槎国際高等学校川口 江村 宏二

36 ジュニア男子サーブル 菅野 昊希 星槎国際高等学校川口 江村 宏二

37 ジュニア男子サーブル 田丸 広 SEISA 江村 宏二

38 ジュニア男子サーブル トゥルヒーン ミハイル SEISA 江村 宏二

39 ジュニア男子サーブル 浜口 歩 諫早商業高等学校 浜口 友衣子

40 ジュニア男子サーブル 新宮 直将 諫早商業高等学校 松尾 友紀



41 ジュニア男子サーブル 辻 翔太郎 諫早商業高等学校 松尾 友紀

42 ジュニア男子サーブル 石井 陽登 諫早商業高等学校 松尾 友紀

43 ジュニア男子サーブル 船木 陽斗 諫早商業高等学校 松尾 友紀

44 ジュニア男子サーブル 清水 星羽 諫早商業高等学校 松尾 友紀

45 ジュニア男子サーブル 小幡 風雅 朝日大学 ー

46 ジュニア男子サーブル 伊藤 綾将 朝日大学 ー

47 ジュニア男子サーブル 谷川 至音 朝日大学 ー

48 ジュニア男子サーブル 小林 千惺 沼田高等学校 小林 千晴

49 ジュニア男子サーブル 堀 智貴 愛知工業大学名電高校 冨田 弘樹

50 ジュニア男子サーブル 岡村 怜音 鹿児島南高等学校 古川 正美

51 ジュニア男子サーブル 南郷 伊吹 鹿児島南高等学校 古川 正美

52 ジュニア男子サーブル 古川 昊 鹿児島南高等学校 古川 正美

53 ジュニア男子サーブル 水戸 ザヴィエルスカイ龍馬 Canadian Academy 土肥 亨二

54 ジュニア男子サーブル 岡田 虎太朗 東亜学園高等学校 ー

55 ジュニア男子サーブル 小林 亮太 エスコラピオス学園海星高等学校 ー

56 ジュニア男子サーブル 冨永 大悟 エスコラピオス学園海星高等学校 ー

57 ジュニア男子サーブル 下村 悠陽 柳井学園高等学校 中村 裕子

58 ジュニア男子サーブル 才木 良太 日本大学 ー

59 ジュニア男子サーブル 大北 唯斗 日本大学 ー

60 ジュニア男子サーブル 野島 里玖 日本大学 ー

61 ジュニア男子サーブル 樋渡 怜大 日本大学 ー

62 ジュニア男子サーブル 一色 賢春 日本大学 ー

63 ジュニア男子サーブル 越智 勇仁 立命館大学 ー

64 ジュニア男子サーブル 大塚 零生 明石ジュニアフェンシングクラブ 大塚 哲也

65 ジュニア男子サーブル 織田 優晴 新田高等学校 佐々木 聖

66 ジュニア男子サーブル 石井 豪 早稲田大学 ー

67 ジュニア男子サーブル 石原 叡 慶應義塾湘南藤沢中等部 石原 剛

68 ジュニア男子サーブル 渡邊 天汰 京都産業大学 ー

69 ジュニア男子サーブル 坂本 雄大 法政大学第二高等学校 ー

70 ジュニア男子サーブル 平田 悠翔 中央大学 ー

71 ジュニア男子サーブル 福田 悠雅 中央大学 ー

72 ジュニア男子サーブル 山本 絢士 専修大学 ー

73 ジュニア男子サーブル 小﨑 俐玖 エスコラピオス学園海星高等学校 ー

74 ジュニア男子サーブル 大西 琳久 専修大学 ー



種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 シニア女子エペ 吉村 美穂 株式会社アイヴァン ー

2 シニア女子エペ 佐藤 ひな子 埼玉栄中学校 ー

3 シニア女子エペ 篠島 優衣 埼玉栄高等学校 ー

4 シニア女子エペ 黒木 夢 株式会社タマディック ー

5 シニア女子エペ 原田 紗希 慶應義塾大学 ー

6 シニア女子エペ 伊藤 杏樹 慶應義塾大学 ー

7 シニア女子エペ 鈴木 美也子 慶應義塾大学 ー

8 シニア女子エペ 西岡 瞳 三田学園高等学校 西岡 正博

9 シニア女子エペ 吉松 琳果 株式会社光和 ー

10 シニア女子エペ 鈴木 穂波 ネッツトヨタ静岡株式会社 ー

11 シニア女子エペ 浦 祥子 青山クラブ ー

12 シニア女子エペ 岡田 渓 日本大学 ー

13 シニア女子エペ 小笠原 葵 日本大学 ー

14 シニア女子エペ 濵上 宥佳 日本大学 ー

15 シニア女子エペ 高橋 栄利佳 日本大学 ー

16 シニア女子エペ 今村 未羽 日本大学 ー

17 シニア女子エペ 寺山 珠樹 日本大学 ー

18 シニア女子エペ 田中 那海 日本大学 ー

19 シニア女子エペ 鶴岡 夏子 日本大学 ー

20 シニア女子エペ 小山田 めぐみ 佐賀クラブ 小山田 尚裕

21 シニア女子エペ 丸山 さくら 日本体育大学 ー

22 シニア女子エペ 那須 茜 日本体育大学 ー

23 シニア女子エペ 小野 紗玖良 日本体育大学 ー

24 シニア女子エペ 山本 有沙 日本体育大学 ー

25 シニア女子エペ 大西 愛 日本体育大学 ー

26 シニア女子エペ 須田 真衣 星槎国際高等学校川口 本間 孔一

27 シニア女子エペ 蓮井 陽菜 早稲田大学 ー

28 シニア女子エペ 増田 杏心 関西学院大学 ー

29 シニア女子エペ ⾧井 朋佳 関西学院大学 ー

30 シニア女子エペ 石川 愛美 関西学院大学 ー

31 シニア女子エペ 山口 美里 鹿児島クラブ 下野 敦弘

32 シニア女子エペ 光本 妃那 中京大学 ー

33 シニア女子エペ 畑 音羽 中京大学 ー

34 シニア女子エペ 千葉 圭 中京大学 ー

35 シニア女子エペ 永井 杏奈 中京大学 ー

36 シニア女子エペ 才藤 歩夢 株式会社マイナビ ー

37 シニア女子エペ 岸本 鈴 龍谷大学付属平安高等学校 石代 吉史

38 シニア女子エペ 横井 七恵 大阪シティ信用金庫 ー

39 シニア女子エペ 金氣 愛華 大阪シティ信用金庫 ー

40 シニア女子エペ 一藤木 由香 立命館大学 吉田 将士



41 シニア女子エペ 渡邊 紗都 立命館大学 吉田 将士

42 シニア女子エペ 成田 琉夏 専修大学 ー

43 シニア女子エペ 太田 陽詩 龍谷大学付属平安高等学校 太田 聡

44 シニア女子エペ 伊藤 凜 専修大学 ー

45 シニア女子エペ 齋藤 華南 専修大学 ー

46 シニア女子エペ 市ヶ谷 愛 専修大学 ー

47 シニア女子エペ 吉田 ひなた 専修大学 ー

48 シニア女子エペ 西脇 有咲 専修大学 ー

49 シニア女子エペ 中村 優里 明治大学 ⾧尾 康司

50 シニア女子エペ 國谷 優奈 明治大学 ⾧尾 康司

51 シニア女子エペ 小佐井 彩花 明治大学 ⾧尾 康司

52 シニア女子エペ 佐藤 琴美 明治大学 ⾧尾 康司

53 シニア女子エペ 稲山 友梨 明治大学 ⾧尾 康司

54 シニア女子エペ 盧 承延 明治大学 ⾧尾 康司

55 シニア女子エペ 馬場 晴菜 天野エンザイム株式会社 ー



種目 氏名 所属チーム名 帯同コーチ名

1 シニア男子エペ 篠原 瑞公 FAE ー

2 シニア男子エペ 翁  和吉 福岡フェンサーズ ー

3 シニア男子エペ 井上 竜平 慶應義塾大学 ー

4 シニア男子エペ 大﨑 練介 慶應義塾大学 ー

5 シニア男子エペ 中島 恒 慶應義塾大学 ー

6 シニア男子エペ 坂藤 秀昌 慶應義塾大学 ー

7 シニア男子エペ 髙橋 未楽 慶應義塾大学 ー

8 シニア男子エペ 伊藤 心 佐賀県スポーツ協会 三野 昌俊

9 シニア男子エペ 齊藤 憲司 佐賀県スポーツ協会 三野 昌俊

10 シニア男子エペ 持田 彰久 情報科学高等学校 ー

11 シニア男子エペ 村山 貴亮 防衛大学校 ー

12 シニア男子エペ 宮本 舶 上智大学フェンシング部 ー

13 シニア男子エペ 安井 琥珀 法政大学第二高校 石井 崇明

14 シニア男子エペ 松浦 せいや 愛媛クラブ ー

15 シニア男子エペ 小坂 貞治 神戸クラブ ー

16 シニア男子エペ 堀内 信吾 奈良クラブ ー

17 シニア男子エペ 古田 育男 株式会社中野建設 ー

18 シニア男子エペ 杠 星哉 株式会社中野建設 ー

19 シニア男子エペ 杉岡 瑞基 法政大学 ー

20 シニア男子エペ 浅海 聖哉 法政大学 ー

21 シニア男子エペ 弓⾧ 昇主 愛知工業大学名電高校 冨田 弘樹

22 シニア男子エペ 小佐井 達也 熊本クラブ ー

23 シニア男子エペ 山本 航士郎 宮崎南高等学校 ー

24 シニア男子エペ 小林 諒介 Kfencing ー

25 シニア男子エペ 古俣 聖 株式会社本間組 ー

26 シニア男子エペ 藤原 大二朗 日本体育大学 ー

27 シニア男子エペ 小栗 理基 日本体育大学 ー

28 シニア男子エペ 加藤 巨樹 日本体育大学 ー

29 シニア男子エペ 戸井 和希 日本体育大学 ー

30 シニア男子エペ 永原 正大 日本体育大学 ー

31 シニア男子エペ 三橋 尚弘 日本体育大学 ー

32 シニア男子エペ 石川 凌雅 日本体育大学 ー

33 シニア男子エペ 佐藤 結弥 星槎国際高等学校川口 本間 孔一

34 シニア男子エペ 江村 将太郎 SEISA ー

35 シニア男子エペ 永田 翔 龍谷大学 ー

36 シニア男子エペ 平岡 弘之介 龍谷大学 ー

37 シニア男子エペ 松田 健太郎 龍谷大学 ー

38 シニア男子エペ 深見 遼星 朝日大学 ー

39 シニア男子エペ 小城 颯人 慶應義塾高校 ー

40 シニア男子エペ 増田 陽人 新日本ウエックス株式会社 ー



41 シニア男子エペ 伊藤 海雲 慶應義塾高校 ー

42 シニア男子エペ 清胤 慶英 京都クラブ ー

43 シニア男子エペ 小山田 尚裕 佐賀クラブ 小山田 めぐみ

44 シニア男子エペ 清水 淳弥 立教大学 ー

45 シニア男子エペ 篠原 功 鹿児島南高等学校 ー

46 シニア男子エペ 太田 健二 熊本クラブ 森 美奈子

47 シニア男子エペ 中山 太陽 佐賀商業高校 ー

48 シニア男子エペ 中﨑 駿太郎 立教大学 ー

49 シニア男子エペ 黒木 優 宮崎南高等学校 ー

50 シニア男子エペ 六川 智博 総武FC ー

51 シニア男子エペ 堀本 達郎 京都産業大学 ー

52 シニア男子エペ 武井 琉晟 中央大学 ー

53 シニア男子エペ 木内 博哉 中央大学 ー

54 シニア男子エペ 鈴木 大陸 中央大学 ー

55 シニア男子エペ 藤澤 大知 中央大学 ー

56 シニア男子エペ 鹿志村 拓 中央大学 ー

57 シニア男子エペ 安田 和真 中央大学 ー

58 シニア男子エペ 川西 純功 立命館大学 吉田 将士

59 シニア男子エペ 菊池 正太郎 専修大学 ー

60 シニア男子エペ 中田 憲佑 立命館大学 吉田 将士

61 シニア男子エペ 伊藤 海之亮 専修大学 ー

62 シニア男子エペ 石井 崇明 総武FC ー

63 シニア男子エペ 大谷 謙介 専修大学 ー

64 シニア男子エペ 森井 亮介 専修大学 ー

65 シニア男子エペ 村田 一公 明治大学 ⾧尾 康司

66 シニア男子エペ 大浦 成之 明治大学 ⾧尾 康司

67 シニア男子エペ 大竹 諒 明治大学 ⾧尾 康司

68 シニア男子エペ 村山 健太郎 林テレンプ株式会社 ー

69 シニア男子エペ 山口 寛治 福岡県フェンシング協会 ー

70 シニア男子エペ 桑波田 卓 総武フェンシングクラブ ー

71 シニア男子エペ 宮田 拓海 日本大学 ー

72 シニア男子エペ 唐澤 颯斗 日本大学 ー

73 シニア男子エペ 平松 良規 日本大学 ー

74 シニア男子エペ 関原 麗允 日本大学 ー

75 シニア男子エペ 小段 拳人 日本大学 ー

76 シニア男子エペ 松本 龍 日本大学 ー

77 シニア男子エペ 酒井 哉瑠 日本大学 ー

78 シニア男子エペ 山田 優 株式会社山一商事 ー

79 シニア男子エペ 加納 虹輝 日本航空 ー


