第74回全日本個人戦全日本学生連合出場枠
日本協会推薦者
男子フルーレ
1 松渕 真平 (MF) 日本大学
2 川村 京太 (MF) 早稲田大学
3 田中 風舞 (MF) 同志社大学
4 中村 太郎 (MF) 法政大学
5 馬場 俊輔 (MF) 中央大学
6 西口 泰崇 (MF) 法政大学
7 北村 透海 (MF) 法政大学
8 林 祥蓮 (MF) 法政大学
9 四元 澪 (MF) 日本大学
10 海老原 樹 (MF) 日本大学
11 井神 俊兵 (MF) 日本大学
12 藤倉 類 (MF) 慶應義塾大学
13 田辺 空我 (MF) 中央大学
14 小貫 暁人 (MF) 専修大学

女子フルーレ
1 田口 莉帆 (WF) 日本大学
2 狩野 央梨沙 (WF) 早稲田大学
3 巾下 栞奈 (WF) 日本女子体育大学
4 福塚 世帆 (WF) 日本女子体育大学
5 土佐 千乃 (WF) 日本女子体育大学
6 齋藤 利莉 (WF) 日本体育大学
7 竹澤 志緒里 (WF) 日本大学
8 坂井 真子 (WF) 専修大学
9 高原 真央 (WF) 早稲田大学
10T 伊達 京 (WF) 日本体育大学
10T 永野 奈津子 (WF) 中央大学
10T 髙橋 沙也花 (WF) 日本女子体育大学
13 東 佑夏 (WF) 日本体育大学
14 津田 愛実 (WF) 関西学院大学

男子エペ
1 中島 恒 (ME) 慶應義塾大学
2 松本 龍 (ME) 日本大学
3 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学
4 大谷 謙介 (ME) 専修大学
5 伊藤 海之亮 (ME) 専修大学
6 浅海 聖哉 (ME) 法政大学
7 井上 誉聡 (ME) 立命館大学
8 森井 亮介 (ME) 専修大学
9 田尻 航大 (ME) 中央大学
10 関原 麗允 (ME) 日本大学
11 齊藤 憲司 (ME) 専修大学
12 菊池 正太郎 (ME) 専修大学
13 木内 博哉 (ME) 中央大学
14 澁谷 有亮 (ME) 東京農業大学

女子エペ
1 蓮井 陽菜 (WE) 早稲田大学
2 今村 未羽 (WE) 日本大学
3 永井 杏奈 (WE) 中京大学
4 伊藤 凛 (WE) 専修大学
5T 徳嶌 沙恵 (WE) 中京大学
5T 金氣 愛華 (WE) 日本大学
7 成田 琉夏 (WE) 専修大学
8 渡部 有未 (WE) 日本体育大学
9 高橋 栄利佳 (WE) 日本大学
10 久末 汐里 (WE) 慶應義塾大学
11 寺山 珠樹 (WE) 日本大学
12 齋藤 華南 (WE) 専修大学
13 高橋 里衣 (WE) 中京大学
14 中島 美月 (WE) 早稲田大学

男子サーブル
１谷下 尚弥 日本体育大学 (MS)
2 吉田 多聞 (MS) 法政大学
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3 尾矢 陽太 (MS) 中京大学
4 野村 涼 (MS) 中央大学
5 樋渡 怜大
6T 木村 友哉 (MS) 日本大学
6T 加藤 響 (MS) 中央大学
8
(MS)
9 永松 泰樹 (MS) 朝日大学
10 江村 凌平 (MS) 中央大学
11T 水野 智之 (MS) 慶應義塾大学
11T
(MS)
13 山田 海大 (MS) 慶應義塾大学
14
(MS)
15 紺屋 雅輝 (MS) 専修大学

女子サーブル
1 谷山 鈴々花 (WS) 東京女子体育大学
2 脇田 樹魅 (WS) 日本女子体育大学
3 黒田 ほのか (WS) 早稲田大学
4 雨田 由香 (WS) 中央大学
5 髙橋 千里香 (WS) 法政大学
6 佐野 佑衣 (WS) 朝日大学
7 月野 敬子 (WS) 法政大学
8 小山 美優 (WS) 同志社大学
9 山内 今日香 (WS) 東京女子体育大学
10 尾崎 世梨 (WS) 法政大学
11 田﨑 愛 (WS) 東京女子体育大学
12 吉田 真花 (WS) 法政大学
13 岡原 真琴 (WS) 専修大学
14 植村 咲香 (WS) 同志社大学
15 山下 さくら (WS) 同志社大学
16 下村 日奈子 (WS) 朝日大学
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