
1 大阪 大阪読売千里C 白男川　瞬 1 愛知 名電ＪＦＣ 弓長　皇美子
2 東京 ワセダＣ 鈴木　哲矢 2 東京 ワセダＣ 早川　碧莉
3 香川 香川ＪＦＣ 吉本　孝志 3 東京 ワセダＣ 岩橘　英莉花
3 鳥取 鳥取ＪＦＣ 村田　煌冴 3 岐阜 大垣ＦＣ 米山　心絆
5 福井 武生ＪＦＣ 酒井　琢武 5 香川 　香川JFC 市ヶ谷　奈々
6 香川 香川ＪＦＣ 後藤　正人 6 香川 　香川JFC 高木　優希
7 京都 京都きっず 前田　竜成 7 岐阜 はしまモア 竹田　あかり
8 富山 高岡古城ＦＣ 林　　彪牙 8 埼玉 埼玉Ｃ 佐藤　ひな子
9 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 村上　日陽 9 岐阜 大垣ＦＣ 國枝　永七水
10 福井 武生ＪＦＣ 川﨑　正也 10 神奈川 Ｋｉｒｉ．Ｊｒ Ｆﾁｰﾑ 杉江　莉々香
11 静岡 沼津ＦＣ 加藤　大慈 11 岐阜 はしまモア 髙橋　ののか
12 大分 ジュニアフェンシング大分 橋本　昌仁 12 大分 ジュニアフェンシング大分 岡田　風花
13 大分 ジュニアフェンシング大分 植木　　晴 13 大阪 河南町ＦＣ 渡邉　文珂
14 富山 富山パレスＦＣ 才木　秀太 14 京都 京都きっず 水戸　彩那
15 富山 SEIBU ｽﾎﾟｰﾂ C 大原　巧士 15 京都 京都きっず 清水　菜乃
16 東京 杉並ジュニア 松本　康雅 16 岐阜 はしまモア 高橋　ひなた
17 岐阜 大垣ＦＣ 吉田　京雅 17 東京 東京ＯＨＭＥＦＣ 重藤　優希
18 長野 南箕輪わくわくC 埋橋　　匠 18 東京 ワセダＣ 高橋　絢華
19 石川 石川ＪＦＣ 角　柊太郎 19 神奈川 Ｋｉｒｉ．Ｊｒ Ｆﾁｰﾑ 中島　加鈴
20 兵庫・福井 ｱﾚ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 田中　　陸 20 島根 広瀬町FC 谷村　星奈
21 大阪 大阪読売千里C 中浦　秀哲 21 福井 武生ＪＦＣ 敦賀　　結
22 大阪 河南町ＦＣ 菊元　碧壬 22 岡山 玉野クラブ 石川　聖理
23 岐阜 はしまモア 加藤　生純 23 富山 高岡古城ＦＣ 林　帆乃夏
24 富山 高岡古城ＦＣ 室　　和希 24 岡山 玉野クラブ 平藤　育実
25 大分 ジュニアフェンシング大分 小野　佑嘉 25 大阪 大阪読売千里Ｃ 田島　樹里
26 千葉 柿の木台スケルマ 安井　朱雀 26 滋賀 滋賀ＪＦＣ 畑中　七葉
27 鳥取 鳥取ＪＦＣ 田中　遼大 27 石川 石川ＪＦＣ 本多　結衣
28 富山 SEIBU ｽﾎﾟｰﾂ C 前田　迅理 28 京都 京都きっず 中地　穂果
29 富山 富山パレスＦＣ 高野　兼斗 29 岐阜 はしまモア 加藤　璃紗
30 石川 石川ＪＦＣ 水野　　凛 30 京都 京都フューチャーＦＣ 田中　うの
31 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 和田　泰成 31 長野 長野ＪＦＣ 田中　鈴音
32 島根 広瀬町FC 山根　健太郎 32 愛媛 三島ＦＣ 石川　素愛
33 岐阜 養老ＦＣ 北川　獅旺 33 兵庫 明石ＪＦＣ 矢野　由花
34 岐阜 はしまモア 田内　颯斗 34 和歌山 和北ジュニアＣ 山口　加琳
35 三重 鳥羽ＦＣ 小久保　有唯 35 京都 わくわくクラブおおやまざき 桑原　心鈴
36 長野 長野ＪＦＣ 佐藤　仁哉
37 富山 高岡古城ＦＣ 服部　大峻
38 愛知 東郷ＦＣ 太田　旬哉
39 石川 石川ＪＦＣ 斎藤　奏太郎
40 福井 武生ＪＦＣ 見延　大成
41 長野 長野ＪＦＣ 登内　絢心
42 岡山 岡山少年Ｃ 濱中　新大
43 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 床嶋　桔平
44 富山 高岡古城ＦＣ 廣上　遥大
45 大阪 大阪読売千里C 中野　考基
46 福井 武生ＪＦＣ 渕﨑　悠人
47 三重 津Ｃ 川添　蒼空
48 岐阜 養老ＦＣ 堀　　愛思
49 愛媛 三島ＦＣ 石川　瑞都
50 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 長浦　和樹
51 福井 武生ＪＦＣ 矢部　怜音
52 大阪 河南町ＦＣ 細川　宗德
53 愛知 名電Ｊｒ 奥井　咲之祐
54 京都 京都ﾌｭｰﾁｬｰFC 尾西　桃太
55 岐阜 養老ＦＣ 伊東　蓮音
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56 福井 武生ＪＦＣ 見延　快成
57 奈良 奈良ＪＦＣ 逢坂　大獅


