
氏名 ふりがな 所属 氏名 ふりがな 所属

1 吉田　優希 よしだ　ゆうき Chevalier de table ronde 71 蛭田　裕介 ひるた　ゆうすけ 東京農業大学

2 箕輪　大夢 みのわ　だいむ Chevalier de table ronde 72 金田　和樹 かねだ　かずき 東京農業大学

3 金川　晃大 かねかわ　あきひろ Chevalier de table ronde 73 梶原　三厳 かじわら　みつよし 東京農業大学

4 遠山　雄大 とおやま　ゆうた 愛知工業大学 74 杉本　磨哉 すぎもと　まや 東京農業大学

5 片元　祐太 かたもと　ゆうた 愛知工業大学 75 澁谷　有亮 しぶや　ゆうすけ 東京農業大学

6 長谷川　雅也 はせがわ　まさや 愛知工業大学 76 三浦　基輝 みうら　もとき 東京農業大学

7 佐々木　優吏 ささき　ゆうり 愛知工業大学 77 鈴木　伊織 すずき　いおり 東洋大学

8 田中　佑汰 たなか　ゆうた 愛知工業大学 78 篠原　瑞公 しのはら　みずき 同志社大学

9 濱中　雅也 はまなか　まさや 愛知工業大学 79 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学

10 吉田　樹 よしだ　いつき 学習院大学 80 加藤　雅望 かとう　まさみ 同志社大学

11 中山　遼人 なかやま　りょうと 学習院大学 81 宮川　恒 みやがわ　わたる 同志社大学

12 井上　桂太 いのうえ　けいた 関西大学 82 石田　記也 いしだ　よしや 徳島クラブ

13 木澤　聡志 きざわ　さとし 関西大学 83 堀内　信吾 ほりうち　しんご 奈良クラブ

14 小津　貴慈 おづ　たかしげ 京都産業大学 84 佐々木　優人 ささき　ゆうと 日本体育大学

15 坪井　瞭 つぼい　りょう 京都産業大学 85 古田　育男 ふるた　いくお 日本体育大学

16 内山　太智 うちやま　たいち 京都産業大学 86 松浦　碧也 まつうら　せいや 日本体育大学

17 今井　海斗 いまい　かいと 京都産業大学 87 吉永　亘佑 よしなが　こうすけ 日本体育大学

18 小津　貴規 おづ　たかのり 京都産業大学 88 大津　陽平 おおつ　ようへい 日本体育大学

19 水本　涼太郎 みずもと　りょうたろう 京都産業大学 89 杠　星哉 ゆずりは　せいや 日本体育大学

20 正永　龍一郎 まさなが　りゅういちろう 京都大学 90 戸井　和希 とい　かずき 日本体育大学

21 仲　啓志 なか　けいじ 京都大学 91 平松　良規 ひらまつ　よしき 日本大学

22 大呂　行登 おおろ　いくと 京都大学 92 天粕　稔大 あまかす　ねお 日本大学

23 井副　太一 いぞえ　たいち 京都大学 93 伊藤　友祐 いとう　ゆうすけ 日本大学

24 岡田　寛大 おかだ　かんだい 近畿大学 94 伊東　歩 いとう　あゆむ 日本大学

25 山本　晃太郎 やまもと　こうたろう 近畿大学 95 佐々木　功喜 ささき　こうき 日本大学

26 高崎　響也 たかさき　きょうや 近畿大学 96 武井　倖也 たけい　こうや 日本大学

27 木村　伊織 きむら　いおり 近畿大学 97 宇都木　勇輝 うつぎ　ゆうき 日本大学

28 水間　大喜 みずま　だいき 近畿大学 98 齊脇　拓海 さいわき　たくみ 日本大学

29 大﨑　練介 おおさき　れんすけ 慶應義塾大学 99 中島　直輝 なかじま　なおき 日本大学

30 中島　恒 なかじま　こう 慶應義塾大学 100 伊藤　貴斗 いとう　たかと 日本大学

31 關　大生 せき　たいせい 慶應義塾大学 101 平松　宏基 ひらまつ　こうき 百万遍フェンシングクラブ

32 平野　裕也 ひらの　ゆうや 慶應義塾大学 102 川北　信海 かわきた　しんかい 法政大学

33 清水　雄大 しみず　ゆうた 慶應義塾大学 103 村山　健太郎 むらやま　けんたろう 法政大学

34 田村　純也 たむら　じゅんや 慶應義塾大学 104 沢村　拓哉 さわむら　たくや 法政大学

35 小山　英礼 こやま　ひでのり 慶應義塾大学 105 名倉　京佑 なくら　きょうすけ 法政大学

36 井上　竜平 いのうえ　りゅうへい 慶應義塾大学 106 浅海　正哉 あさみ　まさや 法政大学

37 山本　大陽 やまもと　たいよう 青山学院大学 107 安齋　一豪 あんざい　かずひで 法政大学

38 田代　一裕 たしろ　かずひろ 青山学院大学 108 佐藤　親之介 さとう　しんのすけ 法政大学

39 川村　佳 かわむら　けい 青山学院大学 109 細野　滉人 ほその　ひろと 明治大学

40 小河　舜矢 おがわ　しゅんや 青山学院大学 110 中村　哲也 なかむら　てつや 明治大学

41 小田　康平 おだ　こうへい 千葉クラブ 111 荒金　泰成 あらかね　たいせい 明治大学

42 齋藤　憲司 さいとう　けんじ 専修大学 112 毛利　凌乙 もうり　りく 明治大学

43 菊池　正太郎 きくち　しょうたろう 専修大学 113 西林　凛 にしばやし　りん 立教大学

44 栗田　藍央 くりた　あお 専修大学 114 山崎　紘貴 やまざき　ひろき 立教大学

45 上村　一貴 かみむら　かずき 専修大学 115 渡部　雄斗 わたなべ　ゆうと 立教大学

46 伊藤　颯馬 いとう　そうま 専修大学 116 牛草　倫太朗 うしくさ　りんたろう 立教大学

47 前原　雄二 まえはら　ゆうじ 専修大学 117 田尻　崇史 たじり　たかふみ 立教大学

48 十河　昌也 そごう　まさや 早稲田大学 118 野原　圭介 のはら　けいすけ 立正大学

49 安　雅人 やす　まさと 早稲田大学 119 板東　臣斗 ばんどう　おみと 立命館大学

50 伊藤　悠貴 いとう　ゆうき 早稲田大学 120 ウェディシンハ　ジュン うぇでぃしんは　じゅん 立命館大学

51 増田　陽人 ますだ　よひと 早稲田大学 121 奥山　陸 おくやま　りく 立命館大学

52 金髙　大乘 かねたか　たいじょう 早稲田大学 122 井上　誉聡 いのうえ　たかとみ 立命館大学

53 清水　駿斗 しみず　はやと 拓殖大学 123 清胤　慶英 きよたね　よしひで 龍谷大学

54 野島　玲央 のしま　れお 中央大学 124 木村　航太 きむら　こうた 國學院大學

55 田尻　航大 たじり　こうだい 中央大学 124名

56 石井　一希 いしい　かずき 中央大学

57 栗栖　怜央 くりす　れお 中央大学

58 古俣　聖 こまた　あきら 中央大学

59 山田　廉 やまだ　れん 朝日大学

60 辻　星矢 つじ　せいや 朝日大学

61 小倉　大樹 おぐら　だいき 朝日大学

62 西本　光希 にしもと　みつき 朝日大学

63 濵根　尚和 はまね　しょうわ 朝日大学

64 望月　竜馬 もちづき　りょうま 朝日大学

65 近藤　勇大 こんどう　ゆうた 朝日大学

66 藤井　凌大 ふじい　りょうた 朝日大学

67 出口　栄久里 でぐち　えくり 朝日大学

68 河西　翔平 かさい　しょうへい 長野クラブ

69 西沢　樹 にしざわ　いつき 東京大学

70 田村　恵一朗 たむら　けいいちろう 東京農業大学
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