
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 辻 すみれ 佐藤　萌笑 田村　紀佳 種目別監督 粂井　章宏
コーチ 吉備　麻里子 吉備　麻里子 吉備　麻里子 コーチ 泉　直佳

辻 すみれ 佐野　佑衣 佐野　佑衣 佐野　佑衣 市原　淳 西田　美咲
佐藤 萌笑、 中島　穂乃香 中島　穂乃香 金子　彩香 梶原　萌

登尾　奈友 登尾　奈友 下村　日奈子 山根　瑠花
酒井　さゆり 菅原　百花 中馬　蘭奈 堀岡　郁音
太田　朱音 新谷　里彩 東　未来
坂田　心温 太田　朱音 八惣　柚香

種目別監督 尾形　浩志 杉山　智哉 山形　亮太郎 種目別監督 飛田　正俊
コーチ 清水　淑刀 長井　朋佳 水口　智恵 竹内　湖都

杉山　智哉 長井　朋佳 清水　淑刀 清水　淑刀 谷澤　慶香
山形亮太郎 水口　智恵 水口　智恵 長井　朋佳 中山　陽菜乃

柏大樹 増田　杏心 増田　杏心 増田　杏心 久我　美里
大釜辰也 石川　愛実 日比　伽菜子 石川　聖奈 笠見　茉由

高橋　亜由美 石川　愛実 神山　侑奈
神山　侑奈 高橋　亜由美 高橋　亜由美

種目別監督 伊藤　彰彦 種目別監督 前畑　順一 前畑　順一 前畑　順一
コーチ 原田　紗希 篠崎　美礼 成田　瑠夏 岡原　真琴

澤田　聡 伊藤　杏樹 北村　夢芽 西脇　有咲 山根　姫七
入交　太郎 鈴木　美也子 安部　聖美 齊藤　華南 安部　聖美

貝島　有香 花田　うらら 伊藤　凛 長屋　美悠
渡辺　瑚子 嶋田　愛音 市ヶ谷　愛 長崎　昇子
江頭　麗万 成田　実礼 吉田　ひなた

久保田　絢子 原田　奈乃羽 平西　桜子

種目別監督 冨田　隆 冨田　隆 種目別監督 尾矢　晃 尾矢　晃 尾矢　晃
コーチ 永野　菜津子 永野　菜津子 奥田　あや 辻本　季音 益田　椎菜

冨田　智子 鹿野　幸感 鹿野　幸感 髙石　菜摘 逢坂　和花子 逢坂　和花子

鈴木　真綾 鈴木　真綾 辻本　季音 千葉　圭 村上　果乃
上野　優佳 鈴木　花野 逢坂　和花子 村上　果乃 森　栞奈
小池　花佳 陸川　麻琴 村上　果乃 永井　杏奈 小林　侑愛
重藤　美紀 小池　花佳 畑　音羽 畑　音羽 髙殿　実叶

重藤　美紀 光本　妃那 光本　妃那 土屋　夏生

種目別監督 駿河　久子 佐藤　葵 種目別監督 岩井　盛和 岩井　盛和 岩井　盛和
コーチ 加藤　怜 石橋　幸貴 コーチ 伊藤　藍 伊藤　藍 山下　さくら

佐藤　葵 原田　渉未 小山　ゆい 木島　妥子 宮下　水稀 松本　璃音 小山　美優
山内　今日香 原田　渉未 西脇　涼香 北山　心響 宮下　水稀
魚永　幸希 山内　今日香 北山　心響 西脇　涼香 田村　梨渚
髙橋　由奈 魚永　幸希
高木　美海 馬場　菜緒
箕浦　葉月 村上　愛夢

種目別監督 山﨑　茂樹 登坂　梨乃 錦織　千鶴 種目別監督 市川真知子 市川真知子 市川真知子
コーチ 田口　莉帆　 田中　那海 梅北　愛斐 中川　美優 中川　美優 中川　美優

登坂　梨乃 設樂　ゆひな 高嶌　乙羽 菅野　桃子 福塚　世帆 森田　明日香 福塚　世帆
錦織　千鶴 岡田　梨良 寺山　珠樹 石川　せと 森田　明日香 土佐　千乃 森田　明日香

竹澤　志緒里 今村　未羽 菊地　心和 土佐　千乃 巾下　栞奈 土佐　千乃
竹山　柚葉 高橋　栄利佳 笹木　咲里 巾下　栞奈 高橋　沙也花 巾下　栞奈
中出　陽愛 鶴岡　夏子 高橋　ひかり 高橋　沙也花 稲田　椋 坂口　陽奈
岩本　鈴菜 小笠原　葵 金子　優衣奈 稲田　椋 川津　美裕 稲田　椋

日本大学 日本女子体育大学
部長：保苅　佳昭 監督：山崎　茂樹 部長：小堀　哲郎 監督：市川　真知子

東京女子体育大学 同志社大学
部長：柳田　憲一 監督：駿河　久子 部長：新　茂之 監督：岩井　盛和

中央大学 中京大学
部長：工藤　裕子 監督：冨田　隆 部長：辻本　季音 監督：尾矢　晃

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

関西学院大学 京都大学
部長：林　隆敏 監督：尾形　浩志 部長：高須　清誠 監督：飛田　正俊

朝日大学
部長：杉島　正秋 監督：新井　祐子

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(女子）

関西大学
監督：粂井　章宏



種目別監督 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈 種目別監督 敷根　裕一 敷根　裕一 敷根　裕一
コーチ 幸野 来美 那須 茜 石川　円佳 コーチ 武藤　未澪 鈴木　詩 月野　敬子

佐藤　公良 齋藤 利莉 丸山 さくら 徳山　里奈 敷根　裕一 橋本　結 明石　愛恵 髙橋　千里香

武田　菜奈 橋口 絵里 大西 愛 東 佑夏 山口　寿々奈 内山　澪 鈴木　暦
東 佑夏 小野 紗玖良 岡田 芽生 武藤　未憩 四本　明李 山口　寿々奈

岡田 芽生 山本　有沙 玉利　華奈乃 濱　英里子 青木　玲奈 濱　英里子
佐藤 希枝 川村　佳乃 飯田　理子 三田　千晴 飯田　理子

種目別監督 長尾　康司 種目別監督 吉田　真奈美 吉田　真奈美 吉田　真奈美

コーチ 小佐井　彩花 コーチ 伊達　朱美 伊達　朱美 伊達　朱美
小野寺　利浩 中村　優里 吉田　真奈美 渡邊　紗都 渡邊　紗都 渡邊　紗都
岡田　祐哉 佐藤　琴美 高山　輪子 高山　輪子 高山　輪子
中村　哲也 稲山　友梨 渡邉　涼花 渡邉　涼花 渡邉　涼花
弘瀬　功二 國谷　優奈 一藤木　由香 一藤木　由香 一藤木　由香

盧　承延 丸藻　恭加 丸藻　恭加 丸藻　恭加

種目別監督 木村優 種目別監督 内田　敏朗 安　雅人 内田　敏朗
コーチ 岩田　陽依 コーチ 狩野　央梨沙 蓮井　陽菜 黒田　ほのか

清胤慶英 門脇　菜摘 前澤　夏子 森多　舞 黒田　ほのか 蓮井　陽菜
小鹿　百音 弘瀬　智子 黒田　ほのか 森多　舞 森多　舞

植村　晃匡 蓮井　陽菜 狩野　央梨沙 狩野　央梨沙

中村　咲久耶 中村　咲久耶 中村　咲久耶

龍谷大学 早稲田大学
部長：國重　裕 監督：木村　優 部長：矢口　徹也 監督：内田　敏朗

明治大学 立命館大学
部長：熊澤　善章 監督：長尾　康司 部長：南野　泰義 監督：吉田　将士

日本体育大学 法政大学
部長：依田　充代 監督：桐谷　乃宇奈 部長：伊藤　マモル 監督：下川　禎


