
申込者一覧

2015年 第28回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ日本代表選考会

【WEB登録】　2015/03/25 12:00 時点

NO 参加者名 ふりがな 協会登録所属名 性別 競技種目
1 佐々木　陽菜 ささき　はるな 早稲田大学 女姓 サーブル
2 齋藤　明輝 さいとう　はるき 沼津FC 男姓 フルーレ
3 浅野　早紀 あさの　さき 日本女子大学附属高等学校 女姓 フルーレ
4 狩野　愛巳 かの　みなみ 早稲田大学 女姓 フルーレ
5 小松﨑　資 こまつざき　たすく 緑岡高校 男姓 サーブル
6 横手　佐起子 よこて　さきこ 福岡フェンサーズ 女姓 エペ
7 浦野　夏菜 うらの　かな 中京大学 女姓 サーブル
8 西村　拓也 にしむら　たくや 同志社大学 男姓 フルーレ
9 福本　かな ふくもと　かな 愛媛クラブ 女姓 サーブル

10 神尾　有飛 かみお　ゆたか 日本体育大学 男姓 フルーレ
11 鈴木　一平 すずき　いっぺい 日本体育大学 男姓 フルーレ
12 土屋　良真 つちや　りょうま 日本体育大学 男姓 サーブル
13 大迫　夏奈 おおさこ　かな 日本体育大学 女姓 エペ
14 佐々木　彩乃 ささき　あやの 日本体育大学 女姓 サーブル
15 馬場　絢子 ばば　あやこ 日本体育大学 女姓 フルーレ
16 江口　大輔 えぐち　だいすけ 日本体育大学 男姓 フルーレ
17 芹澤　洋人 せりざわ　ひろと 日本体育大学 男姓 サーブル
18 池田　祐里佳 いけだ　ゆりか 日本体育大学 女姓 エペ
19 小藤　敦海 こふじ　あつみ 日本体育大学 女姓 サーブル
20 佐久間　千暁 さくま　ちあき 日本体育大学 女姓 エペ
21 田宮　菜由 たみや　なゆ 日本体育大学 女姓 サーブル
22 山崎　未南子 やまさき　みなこ 日本体育大学 女姓 サーブル
23 内田　直幸 うちだ　なおゆき 日本体育大学 男姓 エペ
24 鈴木　尋也 すずき　ひろや 日本体育大学 男姓 サーブル
25 西川　佳宏 にしかわ　よしひろ 日本体育大学 男姓 フルーレ
26 井戸　美咲 いど　みさき 日本体育大学 女姓 フルーレ
27 木下　友貴 きのした　ゆき 日本体育大学 女姓 エペ
28 高木　杏菜 たかぎ　あんな 日本体育大学 女姓 サーブル
29 石田　佳子 いしだ　よしこ 愛知県立春日台学校 女姓 サーブル
30 今井　康友 いまい　やすとも 警視庁 男姓 サーブル
31 吉田　健人 よしだ　けんと 警視庁 男姓 サーブル
32 知花　沙希 ちばな　さき 日本大学 女姓 フルーレ
33 宮枝　桃子 みやえだ　ももこ 日本大学 女姓 フルーレ
34 伊藤　真希 いとう　まき 日本大学 女姓 フルーレ
35 岡部　麻衣 おかべ　まい 日本大学 女姓 フルーレ
36 大柴　杏香 おおしば　きょうか 日本大学 女姓 フルーレ
37 相澤　さつき あいざわ　さつき 三重クラブ 女姓 フルーレ
38 西岡　真穂 にしおか　まほ 日本女子体育大学 女姓 フルーレ
39 横井　七恵 よこい　ななえ 日本大学 女姓 エペ
40 鈴木　穂波 すずき　ほなみ 日本大学 女姓 エペ
41 黒木　夢 くろき　ゆめ 日本大学 女姓 エペ
42 高木　真由子 たかぎ　まゆこ 日本大学 女姓 エペ
43 小栗　千紗絵 おぐり　ちさえ 日本大学 女姓 サーブル
44 片ヶ瀬　有香 かたがせ　ゆうか 日本大学 女姓 サーブル
45 檜谷　幸 ひのきだに　さき 日本大学 女姓 サーブル
46 羽田　康孝 はねだ　やすたか 東京大学 男姓 サーブル
47 堀　茜音 ほり　あかね 同志社大学 女姓 フルーレ
48 藤山　雪恵 ふじやま　ゆきえ 同志社大学 女姓 フルーレ
49 大嶋　沙季 おおしま　さき 同志社大学 女姓 フルーレ
50 大石　栞菜 おおいし　かんな 山九株式会社 女姓 エペ
51 尾上　千尋 おのえ　ちひろ 早稲田大学 女姓 フルーレ
52 永瀬　夏帆 ながせ　かほ 早稲田大学 女姓 フルーレ
53 三好　茉莉子 みよし　まりこ 愛媛クラブ 女姓 サーブル
54 江嶋　宏太 えじま　こうた 日本大学 男姓 サーブル
55 永田　崚 ながた　りょう 日本大学 男姓 サーブル
56 古川　信清 ふるかわ　のぶきよ日本大学 男姓 サーブル
57 森　翔一 もり　しょういち 日本大学 男姓 サーブル
58 青路　恒幸 あおじ　つねゆき 日本大学 男姓 サーブル
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59 金子　健司 かねこ　けんじ 日本大学 男姓 サーブル
60 舩本　誠志郎 ふなもと　せいしろう日本大学 男姓 フルーレ
61 伊藤　真 いとう　まこと 日本大学 男姓 フルーレ
62 佃　史成 つくだ　ふみなり 日本大学 男姓 フルーレ
63 根橋　拓海 ねばし　たくみ 日本大学 男姓 フルーレ
64 佐々木　涼真 ささき　りょうま 日本大学 男姓 フルーレ
65 新田　啓人 にった　ひろと 日本大学 男姓 フルーレ
66 舩本　宗一郎 ふなもと　そういちろう日本大学 男姓 フルーレ
67 飯田　綾也 いいだ　りょうや 日本大学 男姓 フルーレ
68 弘瀬　晴崇 ひろせ　はるたか 日本大学 男姓 エペ
69 山田　優 やまだ　まさる 日本大学 男姓 エペ
70 藤枝　優人 ふじえだ　まさと 日本大学 男姓 エペ
71 大山　聖人 おおやま　せいと 日本大学 男姓 エペ
72 成田　遼介 なりた　りょうすけ 日本大学 男姓 エペ
73 北村　知丈 きたむら　ともひろ 日本大学 男姓 エペ
74 小熊　涼太 おぐま　りょうた 日本大学 男姓 エペ
75 前野　魁人 まえの　かいと 日本大学 男姓 エペ
76 北村　直之 きたむら　なおゆき 愛媛クラブ 男姓 エペ
77 田村　昌之 たむら　まさゆき 慶應義塾大学 男姓 エペ
78 石井　洋也 いしい　ひろや 慶應義塾大学 男姓 エペ
79 川村　健史 かわむら　けんじ 慶應義塾大学 男姓 エペ
80 武田　仁 たけだ　じん 慶應義塾大学 男姓 エペ
81 海老塚　悠将 えびづか　ゆうしょう慶應義塾大学 男姓 エペ
82 渋谷　崇行 しぶや　たかゆき 慶應義塾大学 男姓 エペ
83 安藤　光平 あんどう　こうへい 法政大学 男姓 サーブル
84 栗本　ひかる くりもと　ひかる 法政大学 女姓 サーブル
85 大崎　葵一 おおさき　きいち 法政大学 男姓 サーブル
86 佐藤　篤志 さとう　あつし 法政大学 男姓 サーブル
87 高橋　優作 たかはし　ゆうさく 法政大学 男姓 サーブル
88 栢木　琢也 かやき　たくや 法政大学 男姓 サーブル
89 大槻　達哉 おおつき　たつや 法政大学 男姓 サーブル
90 福島　史帆実 ふくしま　しほみ 法政大学 女姓 サーブル
91 吉井　想 よしい　そう 法政大学 男姓 サーブル
92 横尾　知浩 よこお　ともひろ 法政大学 男姓 サーブル
93 奥田　彩野 おくだ　あやの 法政大学 女姓 サーブル
94 村越　優希 むらこし　ゆうき 法政大学 男姓 エペ
95 神田　貴範 かんだ　たかのり 法政大学 男姓 エペ
96 伊藤　寛高 いとう　ひろたか 法政大学 男姓 エペ
97 中村　豪 なかむら　ごう 法政大学 男姓 エペ
98 菊池　智大 きくち　ともひろ 法政大学 男姓 エペ
99 塩原　智輝 しおはら　ともき 法政大学 男姓 エペ

100 澤　宏尭 さわ　ひろあき 法政大学 男姓 エペ
101 小林　未来 こばやし　みく 法政大学 女姓 エペ
102 池田　五月 いけだ　さつき 法政大学 女姓 エペ
103 池田　亜優 いけだ　あゆ 法政大学 女姓 エペ
104 都甲　好栄 とこう　よしえ 法政大学 女姓 エペ
105 富永　恵美 とみなが　えみ 法政大学 女姓 エペ
106 東　哲平 あずま　てっぺい 法政大学 男姓 フルーレ
107 小久保　航汰 こくぼ　こうた 法政大学 男姓 フルーレ
108 長島　徳幸 ながしま　のりゆき 法政大学 男姓 フルーレ
109 大石　利樹 おおいし　りき 法政大学 男姓 フルーレ
110 坂田　将倫 さかた　まさみち 法政大学 男姓 フルーレ
111 敷根　章裕 しきね　あきひろ 法政大学 男姓 フルーレ
112 野口　凌平 のぐち　りょうへい 法政大学 男姓 フルーレ
113 久良知　美帆 くらち　みほ 法政大学 女姓 フルーレ
114 緒方　渚 おがた　なぎさ 法政大学 女姓 フルーレ
115 真田　玲菜 さなだ　れな 法政大学 女姓 フルーレ
116 緒方　実奈海 おがた　みなみ 法政大学 女姓 フルーレ
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117 村上　久美 むらかみ　くみ 法政大学 女姓 フルーレ
118 村上　仁紀 むらかみ　さとき 大分クラブ 男姓 フルーレ
119 安部　慶輝 あべ　よしき 拓殖大学 男姓 フルーレ
120 和田　尚子 わだ　なおこ NEXUS株式会社 女姓 フルーレ
121 小野　弘貴 おの　ひろき 早稲田大学 男姓 エペ
122 津江　碧 つえ　あおい 早稲田大学 男姓 エペ
123 山根　司 やまね　つかさ 早稲田大学 女姓 エペ
124 伊藤　由佳 いとう　ゆか 早稲田大学 女姓 エペ
125 中島　哲雄 なかしま　てつお 北海道クラブ 男姓 サーブル
126 浦　祥子 うら　しょうこ 青山学院大学フェンシング部 女姓 エペ
127 稲川　みちの いながわ　みちの 青山学院大学フェンシング部 女姓 エペ
128 北山　泰貴 きたやま　たいき 青山学院大学フェンシング部 男姓 フルーレ
129 片岩　和紀 かたいわ　かずき 中央大学 男姓 サーブル
130 佐野　多加文 さの　たかふみ 中央大学 男姓 フルーレ
131 曽我　啓介 そが　けいすけ 中央大学 男姓 サーブル
132 横山　覚 よこやま　さとる 中央大学 男姓 フルーレ
133 簾内　長仁 すのうち　ながひと 中央大学 男姓 フルーレ
134 水口　紘希 みずぐち　こうき 中央大学 男姓 エペ
135 山本　和磨 やまもと　かずま 中央大学 男姓 フルーレ
136 河西　翔平 かさい　しょうへい 中央大学 男姓 エペ
137 後藤　駿弥 ごとう　としや 中央大学 男姓 サーブル
138 白井　寛夢 しらい　ひろむ 中央大学 男姓 サーブル
139 東　遼太 ひがし　りょうた 中央大学 男姓 フルーレ
140 森川　奨太 もりかわ　しょうた 中央大学 男姓 サーブル
141 小澤　将也 おざわ　しょうや 中央大学 男姓 フルーレ
142 瀧宮　大介 たきみや　だいすけ中央大学 男姓 エペ
143 山北　格也 やまきた　かくや 中央大学 男姓 サーブル
144 山田　森太郎 やまだ　しんたろう 中央大学 男姓 エペ
145 安田　有希 やすだ　ゆうき 岩手クラブ 女姓 フルーレ
146 片岩　和記 かたいわ　かずき 中央大学 男姓 サーブル
147 佐野　多加文 さの　たかふみ 中央大学 男姓 フルーレ
148 曽我　啓介 そが　けいすけ 中央大学 男姓 サーブル
149 横山　覚 よこやま　さとる 中央大学 男姓 フルーレ
150 簾内　長仁 すのうち　ながひと 中央大学 男姓 フルーレ
151 水口　紘希 みずぐち　こうき 中央大学 男姓 エペ
152 諸田　拓也 もろた　たくや 中央大学 男姓 エペ
153 山本　和磨 やまもと　かずま 中央大学 男姓 フルーレ
154 河西　翔平 かさい　しょうへい 中央大学 男姓 エペ
155 後藤　駿弥 ごとう　としや 中央大学 男姓 サーブル
156 白井　寛夢 しらい　ひろむ 中央大学 男姓 サーブル
157 東　遼太 ひがし　りょうた 中央大学 男姓 フルーレ
158 森川　奨太 もりかわ　しょうた 中央大学 男姓 サーブル
159 小澤　将也 おざわ　しょうや 中央大学 男姓 フルーレ
160 滝宮　大介 たきみや　だいすけ中央大学 男姓 エペ
161 山北　格也 やまきた　かくや 中央大学 男姓 サーブル
162 山田　森太郎 やまだ　しんたろう 中央大学 男姓 エペ
163 岡部　夏奈 おかべ　かな 日本女子体育大学フェンシング部女姓 フルーレ
164 宮﨑　貞子 みやざき　さだこ 日本女子体育大学フェンシング部女姓 サーブル
165 小倉　紗來 おぐら　さら 日本女子体育大学フェンシング部女姓 フルーレ
166 楳原　亜美 うめはら　あみ 日本女子体育大学フェンシング部女姓 フルーレ
167 楳原　亜美 うめはら　あみ 日本女子体育大学フェンシング部女姓 サーブル
168 松崎　麻美 まつざき　あさみ 日本女子体育大学フェンシング部女姓 フルーレ
169 松崎　麻美 まつざき　あさみ 日本女子体育大学フェンシング部女姓 サーブル
170 山田　あゆみ やまだ　あゆみ 城北信用金庫 女姓 エペ
171 仙葉　恭輔 せんば　きょうすけ 早稲田大学 男姓 フルーレ
172 山口　理伎 やまぐち　りき 早稲田大学 男姓 フルーレ
173 三好　修平 みよし　しゅうへい 早稲田大学 男姓 フルーレ
174 松山　大助 まつやま　だいすけ早稲田大学 男姓 フルーレ

Page 3



申込者一覧

2015年 第28回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会　ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ日本代表選考会

【WEB登録】　2015/03/25 12:00 時点

NO 参加者名 ふりがな 協会登録所属名 性別 競技種目
175 山根　周祐 やまね　しゅうすけ 早稲田大学 男姓 フルーレ
176 北原　達也 きたはら　たつや 早稲田大学 男姓 フルーレ
177 松山　恭助 まつやま　きょうすけ早稲田大学 男姓 フルーレ
178 竹田　陸人 たけだ　りくと 早稲田大学 男姓 フルーレ
179 松岡　慧 まつおか　さとし 秋田クラブ 男姓 フルーレ
180 高橋　風子 たかはし　ふうこ 専修大学 女姓 フルーレ
181 川村　理紗 かわむら　りさ 専修大学 女姓 フルーレ
182 滝澤　麻未 たきざわ　まみ 専修大学 女姓 サーブル
183 淺海　裕子 あさみ　ゆうこ 専修大学 女姓 サーブル
184 玉川　由貴 たまがわ　ゆき 専修大学 女姓 エペ
185 関　綾香 せき　あやか 専修大学 女姓 サーブル
186 安部　夏帆 あべ　なつほ 専修大学 女姓 フルーレ
187 曽根　一葉 そね　かずは 専修大学 女姓 エペ
188 武藤　陽子 むとう　ようこ 専修大学 女姓 フルーレ
189 飯田　ひかり いいだ　ひかり 専修大学 女姓 サーブル
190 能勢　葉月 のせ　はづき 専修大学 女姓 エペ
191 関　海真 せき　かいま 専修大学 女姓 サーブル
192 荻原　幸那 おぎわら　ゆきな 専修大学 女姓 エペ
193 菊池　小巻 きくち　こまき 専修大学 女姓 フルーレ
194 徳田　朱里 とくだ　あかり 専修大学 女姓 サーブル
195 佐々木　真央 ささき　まお 専修大学 女姓 サーブル
196 森　彩惠 もり　あやえ 北海道大野病院 女姓 エペ
197 西村　詩音 にしむら　しおん 青山学院大学フェンシング部 女姓 フルーレ
198 西田　弥生 にしだ　やよい 大阪シティ信用金庫 女姓 フルーレ
199 上田　果歩 うえだ　かほ 明治大学 女姓 エペ
200 坂野　守洸 さかの　もりひろ 明治大学 男姓 エペ
201 杉田　賢人 すぎた　けんと 明治大学 男姓 サーブル
202 山岡　珠子 やまおか　たまこ 明治大学 女姓 フルーレ
203 佐伯　恒星 さえき　こうせい 明治大学 男姓 エペ
204 島田　義人 しまだ　よしと 明治大学 男姓 サーブル
205 奥村　美咲 おくむら　みさき 明治大学 女姓 エペ
206 池畑　亮太朗 いけはた　りょうたろう明治大学 男姓 フルーレ
207 道脇　啓太 みちわき　けいた 明治大学 男姓 フルーレ
208 古俣　潮里 こまた　しおり 明治大学 女姓 エペ
209 岸　貴範 きし　たかのり 明治大学 男姓 フルーレ
210 鈴木　武 すずき　たける 明治大学 男姓 サーブル
211 丹代　翔 たんだい　しょう 福井クラブ 男姓 サーブル
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