
1 長野 南箕輪わくわくC 小池　悠太郎 1 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 飯村　彩乃
2 岐阜 はしまモア 高橋　橙生 2 岐阜 はしまモア 長瀬　凜乃
3 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 熊本　颯太 3 大阪 大阪読売千里Ｃ 竹山　夏芽
3 東京 ワセダＣ 河原　資起 3 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 岸本　　鈴
5 愛知 中京大学Ｊｒ 長谷川　力玖 5 香川 香川ＪＦＣ 金高　生幸
6 千葉 柿の木台スケルマ 清水　康貴 6 香川 香川ＪＦＣ 後藤　千里
7 島根 広瀬町FC 椿　　琉衣 7 熊本 熊本ＪＦＣ 中山　真希
8 富山 SEIBU ｽﾎﾟｰﾂ C 前田　絆成 8 島根 松江ＦＣ 伊藤　　杏
9 京都 京都きっず 高橋　侑大 9 東京 杉並ジュニア 久保田　未織乃

10 茨城 水戸Ｃ 永野　広輝 10 香川 香川ＪＦＣ 高木　愛理
11 富山 SEIBU ｽﾎﾟｰﾂ C 白江　勇翔 11 京都 京都きっず 大野　美麗
12 神奈川 Ｋｉｒｉ．Ｊｒ Ｆﾁｰﾑ 坂口　煌希 12 東京 東京ＯＨＭＥＦＣ 重藤　春香
13 大分 ジュニアフェンシング大分 岡田　快斗 13 兵庫 明石JFC 西岡　　瞳
14 三重 鳥羽ＦＣ 江崎　蒼一朗 14 奈良 奈良ＪＦＣ 太田　陽詩
15 三重 津Ｃ 水野　　響 15 大阪 大阪読売千里Ｃ 堀本　菜帆
16 大分 ジュニアフェンシング大分 河野　拓海 16 鳥取 鳥取JFC 能勢　奈月
17 京都 京都きっず 上田　海翔 17 鳥取 鳥取JFC 村田　胡桃
18 大阪 大阪読売千里C 湯浅　柊哉 18 東京 八王子Ｆ 小見　夏穂
19 長野 長野ＪＦＣ 遠藤　雅虎 19 岐阜 はしまモア 末松　亜璃紗
20 岡山 岡山少年C 安東　一成 20 長野 長野ＪＦＣ 田中　すみれ
21 京都 京都きっず 竹中　大貴 21 静岡 沼津ＦＣ 関谷　百萌
22 神奈川 Ｋｉｒｉ．Ｊｒ Ｆﾁｰﾑ 中島　弘貴 22 大阪 河南町ＦＣ 田中　あおい
23 岐阜 はしまモア 石橋　遼大 23 京都 京都ソレイユ 安藤　すみれ
24 大阪 大阪読売千里C 金尾　幸平 24 神奈川 Ｋｉｒｉ．Ｊｒ Ｆﾁｰﾑ 福元　彩心
25 愛知 中京大学Ｊｒ 小林　未来 25 静岡 沼津ＦＣ 高橋　沙莉
26 岐阜 はしまモア 小島　宗佑 26 東京 東京ＯＨＭＥＦＣ 篠島　優衣
27 三重 鳥羽ＦＣ 木下　太陽 27 三重 津・みえＦＣ 稲垣　こころ
28 岡山 玉野クラブ 宮原　陽勇 28 長野 長野ＪＦＣ 原　　那緒
29 東京 ワセダＣ 申　ジュン 29 岐阜 養老ＦＣ 藤田　音紅
30 島根 　広瀬町ＦＣ 椿　　　樂 30 滋賀 滋賀ＪＦＣ 畑中　絢凪
31 三重 津Ｃ 伊藤　圭吾 31 長野 長野ＪＦＣ 市村　知晴
32 香川 香川ＪＦＣ 圓尾　晃生 32 三重 津・みえＦＣ 加藤　梨乃
33 愛知 コスモＦＣ 中山　洋輔 33 京都 京都ソレイユ 相原　珂凛
34 東京 東京フェンシングスクール 太田　佳李 34 京都 京都きっず 大西　瑞希
35 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 本郷　壱成 35 京都 わくわくクラブおおやまざき 大類　瑞奈
36 三重 津Ｃ 伊藤　匠吾 36 奈良 奈良ＪＦＣ 逢坂　音彩
37 大分 ジュニアフェンシング大分 永松　勇太 37 京都 京都きっず 井上　栞詩
38 岐阜 　はしまモア 田内　　渓
39 兵庫 明石ＪＦＣ 水戸　りんく
40 兵庫 明石ＪＦＣ 岡田　光貴
41 大阪 大阪読売千里C 福山　寛太
42 岐阜 大垣ＦＣ 樋口　敬斗
43 三重 津・みえＦＣ 山田　遥大
44 富山 高岡古城ＦＣ 安井　悠人
45 兵庫・福井 ｱﾚ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 田中　　陽
46 福井 武生ＪＦＣ 水野　志聞
47 兵庫 明石ＪＦＣ 屏　　拓人
48 富山 婦中ＪＦＣ 石川　陸斗
49 兵庫 明石ＪＦＣ 大坂　真脩
50 滋賀 滋賀ＪＦＣ 荒木　珂生
51 奈良 奈良ＪＦＣ 木村　仁耶
52 石川 石川JFC 石崎　叶都
53 福井 武生ＪＦＣ 黒田　　響
54 兵庫 明石ＪＦＣ 白山　智成
55 兵庫・福井 ｱﾚ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 水戸　ザビエル
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56 長野 長野ＪＦＣ 大槻　健介
57 兵庫 明石ＪＦＣ 尾崎　晃生
58 兵庫・福井 ｱﾚ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 前田　渉潦
59 大阪 大阪読売千里C 幡掛　正剛
60 島根 広瀬町FC 須山　祥央
61 鳥取 鳥取ＪＦＣ 長谷川　晃大


