
種目 フルーレ エペ サーブル 種目 フルーレ エペ サーブル

種目別監督 小西　貴之 横井　浩治 小西　貴之 種目別監督 辻 すみれ 山田　廉 山　直崇
コーチ 前田　航希 濱中　雅也 久保田　大治 コーチ 大石　晴渚 相内　大地 永松　泰樹

小西　貴之 金森　冬馬 田中　佑汰 金森　冬馬 辻 すみれ 土橋　和真 佐藤　武揚 野中　開
田所　龍弥 土井　崇愛 前田　航希 山田 廉 阿部　陽馬 岩本　青龍 遠藤　虎太郎

有吉　翔音 水谷　天風 伊東　英汰 山 直崇 大塚　昂輝 坂本　皓陽 小幡　風雅
井原　祐介 江上　大吾 山代屋　和史 光永　翔 品川　聖也 谷尾　愁斗
山家　大輝 山代屋　和史 山本　瑛未瑠 森田　浩彰 深見　遼星 伊藤　綾将
杉本　明良 入川　碩 大橋　尚弥 山口　翔大 松岡　雄大 谷川　至音

種目別監督 粂井　章宏 粂井　章宏 粂井　章宏 　 尾形　浩志 柏　大樹 山形　亮太郎

コーチ 加賀　匠馬 宮津　綾 加賀　匠馬 コーチ 佐藤　光琉 入谷　和輝 飯田　涼吾
市原　淳 乾　真也 全性　ヒョン 浅田　悠耶 杉山　智哉 安井　康太郎 高杉　有吾 佐藤　光琉
西川　隆俊 小坂井　翼 田中　仁 橋本　拓磨 山形亮太郎 高杉　有吾 浅井　瑛斗 川田　崇暉

伊藤　真吾 澁谷　和典 陰平　尚弥 柏大樹 帯山　陸 清水　稜介 平田　歩己
有働　隆汰 宮部　陽向 小野原　寛斗 大釜辰也 吉田　晃大 長崎　驍 川崎　琢矢
花光　颯斗 細見　隆人 安藤　壮司 水野　真夏斗 辻中　悠真

辻中　悠真 菅　凌輔 畑中　晟希

種目別監督 岩田　純二 岩田　純二 種目別監督 川淵　哲也
小津　貴慈 小津　貴慈 関本　一真
山田　一八 山田　一八 西脇　裕馬
堀本　達朗 堀本　達朗 多賀　優心
大矢　颯斗 大矢　颯斗 宮﨑　悠伸
安藤　謙心 安藤　謙心
関本　卓充 関本　卓充
渡邊　天汰 渡邊　天汰

種目別監督 伊藤　彰彦 伊藤　彰彦 伊藤　彰彦　 種目別監督 前畑　順一 前畑　順一 小林　慧
コーチ 西村　隆佑 大﨑　練介 秋谷　隆世 佐久間　朝陽 菊池　正太郎 水上　映斗

澤田　聡 長谷山　泰紀 中島　恒 木下　秀信 石村　隆之介 森井　亮介 北川　裕貴
入交　太郎 新井　謙信 井上　竜平 山田　海大 メンドーザミゲール 齋藤　平 吉永　隆人

佐藤　謙太郎 秋本　祐輔 山田　翔也 大野　瑞輝 大谷　謙介 山本　絢士
山本　裕太郎 伊勢　碧 加賀　敬浩 猪狩　つばさ 伊藤　海之亮 大西　琳久
藤原　唯月 坂藤　秀昌 服部　玄太 小貫　暁人 峯田　大空
飯村　一輝 髙橋　未楽 山本　裕太郎 石井　勇多

種目別監督 安部　欣也 種目別監督 冨田　隆 冨田　隆 冨田　隆
コーチ 岩井　昌太 コーチ 田辺　空我 野島　玲央 小久保　遥斗

三浦　怜 岡部　佑斗 久保田　智晴 馬場　俊輔 木内　博哉 加藤　颯人
菊池　隆太 山口　改 武井　琉晟 力武　優斗
鈴木　孝明 吉弘　航平 鈴木　大陸 田内　稜大
青木　友佑 磯部　晴貴 藤澤　大知 平田　悠翔
中村　健人 三浦　知哉 安田　和真 福田　悠雅
砂押　鈴汰 鹿志村　拓

種目別監督 尾矢　晃 種目別監督 高橋　英一
小向　辰旺 コーチ 澁谷　有亮
尾矢　陽太 福田　博之 三浦　基輝
平野　賢人 臼井　陸翔
竹井　耀一 遠藤　優太

中京大学 東京農業大学
部長：辻本　季音 監督：尾矢　晃 部長：数岡　孝幸 監督：髙橋　英一

拓殖大学 中央大学
部長：安富　雄平 監督：安部　欣也 部長：工藤　裕子 監督：冨田　隆

慶應義塾大学 専修大学
部長：桑原　武夫 監督：伊藤　彰彦 部長：上原　正博 監督：前畑　順一

京都産業大学 近畿大学
部長：大和　隆介 監督：岩田　純二 部長：牧野　眞貴 監督：川淵　哲也

第62回　全日本大学対抗フェンシング選手権大会出場選手名簿（男子）

愛知工業大学 朝日大学
部長：石井　成美 監督：横井　浩治 部長：杉島　正秋 監督：新井　祐子

関西大学 関西学院大学
部長： 監督：粂井　章宏 部長：林　隆敏 監督：尾形　浩志



種目別監督 岩井　盛和 岩井　盛和 岩井　盛和 種目別監督 川﨑　空 川﨑　空
コーチ 田中　風舞 宮川　恒 坪本　能幸 コーチ 川﨑　陸 川﨑　陸

田淵　英孝 柏原　翔太 宿院　徳真 成田　武永 川﨑　空 安　優人 安　優人
大野　潤平 古橋　諒樹 吉田　充希 小笠原　彩乃 伊藤　天翔 伊藤　天翔
遠藤　恒樹 西村　拓 中垣　慶人 前河　佑澄 前河　佑澄
中垣　慶人 税所　良介

角岡　篤志

種目別監督 谷合　登 小熊　涼太 佐藤　秀明 種目別監督 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈

コーチ 井神　俊兵 伊藤　貴斗 杉本　隆大 コーチ 京極 光志 小栗 理基 京極 光志
谷合　登 神宮司　真矢 平松　良規 清水　崇史 佐藤　公良 坪 颯馬 加藤 巨樹 中力　亮
小熊　涼太 菅谷　優斗 関原　麗允 永田　航 武田　菜奈 伊藤 謙伸 戸井 和希 伊藤 謙伸
佐藤　秀明 長沼　偉穏 小段　拳人 木村　友哉 大矢 凌太郎 永原 正大 天内　圭太

勅使河原　明日架 松本　龍 平野　颯人 佐野 航琉 藤原 大二朗 大村　尚土
内ヶ崎　良磨 唐澤　颯斗 樋渡　怜大 鈴木 嵩晟 石川 凌雅
小﨑　一磨 宮田　拓海 野島　里玖 三橋 直弘

種目別監督 敷根　裕一 敷根　裕一 敷根　裕一 種目別監督 長尾　康司 長尾　康司
コーチ 中村　太郎 安齋　一豪 武藤　祐哉 コーチ 柏崎　瑞仁 大竹　諒

敷根　裕一 林　祥蓮 浅海　正哉 島内　遥大 小野寺　利浩 成田　航也 大浦　成之
西口　泰嵩 杉岡　瑞基 白石　光 岡田　祐哉 堀部　聖太 村田　一公
太田　拓輝 浅海　聖哉 中村　太郎 中村　哲也 森　大翔 堀部　聖太
河村　一摩 園田　啓斗 林　祥蓮 弘瀬　功二 大浦　成之
村上　拳 上出　日向 西口　泰嵩
仙波　響 阿部　航大 太田　拓輝

種目別監督 清野　明 武田　仁 原　嘉宣 種目別監督 吉田　将士 吉田　将士 吉田　将士
コーチ 石井　和真 石井　和真 石井　達哉 コーチ 溝口　晴也 井上　誉聡 梅村　晃平

清野　明 橋本　祥英 清水　淳弥 関　裕保 吉田　真奈美 Benjamin　Lee 中田　憲佑 沼尻　祥明
武田　仁 増田　光 中﨑　駿太郎 野村　宗純 西村　啓佑 高吉　大和 佐竹　翔一
原　嘉宣 石井　達哉 石井　達哉 金井　翔一 髙田　恭成 山口　倫生 越智　勇仁

清水　淳弥 角坂　大陸 清水　淳弥 関谷　拓実 川西　純功 柳田　正法
中﨑　駿太郎 橋本　祥英
野村　宗純

種目別監督 木村優 木村優 種目別監督 内田　敏朗 安　雅人 内田　敏朗
コーチ 小西　慧 中西　研登 コーチ 川村　京太 金髙　大乘 森多　諒

清胤慶英 大后 秀明 中野　雄斗 前澤　夏子 ビューワーニック　ダグラス 寺井　健人 田中　智也
池戸　秀大 池戸　秀大 弘瀬　智子 藤澤　将匡 Chow　ManLong 佐藤　悠雅
笹山　実郷 松田　健太郎 植村　晃匡 Jet　Ng 藤澤　将匡 密田　創太
山ノ内　謙 原田　滉平 竹内　隆晟 竹内　隆晟 ビューワーニック　ダグラス

平岡　弘之介 平岡　弘之介 金髙　大乘 森多　諒 藤澤　将匡
出口　侑威斗 永田　翔 Chow　ManLong 川村　京太

龍谷大学 早稲田大学
部長：國重　裕 監督：木村　優 部長：小森　宏美 監督：内田　敏朗

立教大学 立命館大学
部長：橋本　俊哉 監督：山下　耕平 部長：南野　泰義 監督：吉田　将士

法政大学 明治大学
部長：伊藤　マモル 監督：下川　禎 部長：熊澤　善章 監督：長尾　康司

日本大学 日本体育大学
部長：青木　義男 監督：山崎　茂樹 部長：依田　充代 監督：桐谷　乃宇奈

同志社大学 東北学院大学
部長：新　茂之 監督：岩井　盛和 部長：アレイ　ウィルソン 監督：佐藤　達


