
年 場所 氏名 順位（個人） 順位（団体）
個人・団体 太田　雄貴 優勝
個人・団体 福田 佑輔 ３位
個人・団体 千田　健太 ９位
個人・団体 市川　恭也 １４位
個人・団体 西田　祥吾 ３位
個人・団体 坂　俊輔 １１位
個人・団体 坂本　圭右 ２９位
個人・団体 持田　彰久 ３６位
個人・団体 田中　瞬 １０位
個人・団体 小川　聡 １８位
個人・団体 渡部　達郎 ２１位
個人・団体 山本　幸治 ２４位
個人・団体 菅原　智恵子 ３位
個人・団体 巻下　陽子 ６位
個人・団体 川西　真紀 １０位
個人・団体 池端　花奈恵 １１位
個人・団体 中野　希望 ９位
個人・団体 成田　絢子 １７位
個人・団体 原田　めぐみ ２１位
個人・団体 池端　志津香 ３３位
個人・団体 中山　セイラ ３位
個人・団体 久枝　円 ９位
個人・団体 中村　治子 ７位
個人・団体 金子　さくら １７位
個人・団体 太田　雄貴 優勝
個人・団体 福田 佑輔 ５位
個人・団体 千田　健太 ６位
個人・団体 市川　恭也 １６位
個人・団体 西田　祥吾 ２２位
個人・団体 伊藤　祐樹 １８位
個人・団体 奥　雄 ２３位
個人・団体 持田　彰久 ７位
個人・団体 佐藤 孝大 １８位
個人・団体 小川　聡 １３位
個人・団体 工藤　伸也 ２２位
個人・団体 島村　智博 ３１位
個人・団体 菅原　智恵子 優勝
個人・団体 松木　瞳 １６位
個人・団体 西岡　詩穂 １８位
個人・団体 森　友紀 １９位
個人・団体 中野　希望 １３位
個人・団体 成田　絢子 ７位
個人・団体 原田　めぐみ １４位
個人・団体 高　いづみ ２１位
個人・団体 中山　セイラ ８位
個人・団体 久枝　円 ３位
個人・団体 荻根澤　千鶴 １３位
個人・団体 唐澤　千夏 ４３位
個人・団体 太田　雄貴 優勝
個人・団体 福田　佑輔 １０位
個人・団体 千田　健太 １３位
個人・団体 市川　恭也 １９位
個人・団体 西田　祥吾 １４位
個人・団体 見延　和靖 １２位
個人・団体 上原　康士郎 ２６位
個人・団体 昆　直毅 １０位

種目

男子フルーレ ２位

３位

2007 南通

３位

2008 バンコク

男子フルーレ ２位

男子エペ

３位

３位

男子サーブル

男子エペ

男子サーブル

女子フルーレ

女子エペ

女子サーブル

女子フルーレ ２位

女子エペ ２位

女子サーブル ３位

４位

2009 ドーハ

男子フルーレ 優勝

男子エペ

８位

４位

５位

アジア選手権大会　歴代結果

※FIEポイント大会に認定された２００７年以降を掲載



個人・団体 山本　幸治 ３位
個人・団体 小川　聡 ２７位
個人・団体 島村　智博 １８位
個人・団体 工藤　伸也 １７位
個人・団体 池端　花奈恵 ５位
個人・団体 市川　倫子 ９位
個人・団体 西岡　詩穂 ７位
個人・団体 森　友紀 ３位
個人・団体 成田　絢子 １７位
個人・団体 下大川　綾華 １５位
個人・団体 雪本　桂子 ３５位
個人・団体 中山　セイラ １０位
個人・団体 荻根澤　千鶴 １８位
個人・団体 熊谷　美香 ７位
個人・団体 濱田　真帆 ２５位
個人・団体 太田　雄貴 ６位
個人・団体 三宅　諒 ３位
個人・団体 千田　健太 １７位
個人・団体 淡路　卓 １５位
個人・団体 西田　祥吾 ２位
個人・団体 見延　和靖 １４位
個人・団体 上原　康士郎 １５位
個人・団体 坂本　圭右 ２５位
個人・団体 山本　幸治 １１位
個人・団体 小川　聡 １５位
個人・団体 徳南　堅太 ２０位
個人・団体 田中　瞬 ３０位
個人・団体 池端　花奈恵 ３位
個人・団体 吉澤　千恵 ６位
個人・団体 西岡　詩穂 １０位
個人・団体 平田　京美 １１位
個人・団体 中野　希望 ９位
個人・団体 堀川　こず恵 ３３位
個人・団体 池田　めぐみ ８位
個人・団体 下大川　綾華 ２２位
個人・団体 中山　セイラ ６位
個人・団体 濱田　真帆 １３位
個人・団体 荻根澤　千鶴 ２７位
個人・団体 熊谷　美香 １７位
個人・団体 太田　雄貴 ９位
個人・団体 三宅　諒 １１位
個人・団体 千田　健太 ２位
個人・団体 淡路　卓 １３位
個人・団体 西田　祥吾 ３５位
個人・団体 見延　和靖 ７位
個人・団体 上原　康士郎 ４０位
個人・団体 坂本　圭右 １２位
個人・団体 新井　弘太 １４位
個人・団体 小川　聡 １０位
個人・団体 徳南　堅太 １１位
個人・団体 宮山　亮 ４６位
個人・団体 池端　花奈恵 ９位
個人・団体 吉澤　千恵 １２位
個人・団体 西岡　詩穂 ６位
個人・団体 平田　京美 １８位
個人・団体 中野　希望 ２４位
個人・団体 堀川　こず恵 ４０位
個人・団体 池田　めぐみ ３６位
個人・団体 下大川　綾華 ２５位
個人・団体 中山　セイラ １０位

女子エペ ３位

女子サーブル ３位

５位

６位

女子エペ ４位

女子サーブル ４位

２位

女子サーブル ５位

６位

４位

２位

2010 ソウル

男子フルーレ ２位

男子エペ

男子サーブル

女子フルーレ ２位

女子エペ ５位

2009 ドーハ

男子サーブル

女子フルーレ ３位

2011 ソウル

男子フルーレ ２位

男子エペ

男子サーブル

女子フルーレ



個人・団体 濱田　真帆 １１位
個人・団体 荻根澤　千鶴 ２４位
個人・団体 青木　千佳 １９位
個人・団体 太田　雄貴 ３位
個人・団体 三宅　諒 ３位
個人・団体 千田　健太 １１位
個人・団体 淡路　卓 ８位
個人・団体 西田　祥吾 ９位
個人・団体 見延　和靖 ２１位
個人・団体 伊藤　心 ２８位
個人・団体 北村　直之 ４９位
個人・団体 新井　弘太 ２０位
個人・団体 田中　瞬 ２５位
個人・団体 徳南　堅太 ８位
個人・団体 宮山　亮 ２１位
個人・団体 池端　花奈恵 ９位
個人・団体 吉澤　千恵 ５位
個人・団体 菅原　智恵子 ６位
個人・団体 平田　京美 １４位
個人・団体 中野　希望 ９位
個人・団体 堀川　こず恵 １６位
個人・団体 森岡　美帆 ３６位
個人・団体 下大川　綾華 １１位
個人・団体 中山　セイラ ５位
個人・団体 濱田　真帆 １０位
個人・団体 荻根澤　千鶴 １６位
個人・団体 熊谷　美香 １２位
個人・団体 三宅　諒 ２位
個人・団体 北川　隆之介 ２３位
個人・団体 藤野　大樹 ９位
団体 淡路　卓
個人 千田　健太 ８位
個人・団体 山田　優 １５位
個人・団体 宇山　賢 １７位
個人・団体 見延　和靖 ３３位
個人・団体 平野　良樹 ３９位
個人・団体 島村　智博 ９位
個人・団体 田中　瞬 ２５位
個人・団体 徳南　堅太 １５位
個人・団体 宮山　亮 ２４位
個人・団体 西岡　詩穂 ９位
個人・団体 宮脇　花倫 １２位
個人・団体 柳岡　はるか ２０位
個人・団体 狩野　愛巳 ２３位
個人・団体 下大川　綾華 ５位
個人・団体 大橋　里衣 ８位
個人・団体 森岡　美帆 ２１位
個人・団体 中野　紗希 ２６位
個人・団体 廣瀬　恵理加 ２５位
個人・団体 濱田　真帆 ７位
個人・団体 青木　千佳 １２位
個人・団体 菊地　美香 １３位
個人・団体 太田　雄貴 １６位
個人・団体 千田　健太 ３位
個人・団体 三宅　諒 ７位
個人・団体 淡路　卓 １４位
個人・団体 山田　優 １９位
個人・団体 坂本　圭右 ２位
個人・団体 見延　和靖 ９位
団体 宇山　賢

女子サーブル ３位

2013 上海

男子フルーレ ２位

男子エペ

男子サーブル

女子フルーレ ３位

女子エペ

2011 ソウル

2012 和歌山

男子フルーレ ３位

男子エペ

男子サーブル

女子サーブル

３位

女子フルーレ ２位

女子エペ ３位

女子サーブル ３位

2014 水原

男子フルーレ ３位

男子エペ

５位

５位

６位

４位

４位

５位



個人 伊藤　心 ６位
個人・団体 島村　智博 １２位
個人・団体 田中　瞬 １１位
個人・団体 徳南　堅太 １７位
個人・団体 宮山　亮 ２１位
個人・団体 西岡　詩穂 ８位
個人・団体 宮脇　花倫 １０位
個人・団体 柳岡　はるか ７位
個人・団体 草野　広美 １３位
個人・団体 下大川　綾華 ３位
個人・団体 大橋　里衣 ２５位
個人・団体 森岡　美帆 ２４位
個人・団体 古俣　潮里 ２２位
個人・団体 菊地　美香 ５位
個人・団体 田村　紀佳 ５位
個人 江村　美咲 ２位
個人・団体 伊藤　真実 １１位
団体 濱田　真帆
個人・団体 太田　雄貴 優勝
個人・団体 千田　健太 ７位
個人・団体 三宅　諒 ２２位
個人・団体 淡路　卓 １１位
個人・団体 山田　優 １３位
個人・団体 坂本　圭右 ２１位
個人・団体 見延　和靖 ３位
個人・団体 宇山　賢 ２７位
個人・団体 島村　智博 １３位
個人・団体 田中　瞬 １４位
個人・団体 徳南　堅太 ２０位
個人・団体 宮山　亮 ３３位
個人・団体 西岡　詩穂 ９位
個人・団体 宮脇　花倫 １５位
個人・団体 柳岡　はるか １３位
個人・団体 狩野　愛巳 １９位
個人・団体 下大川　綾華 ３位
個人・団体 大橋　里衣 ４１位
個人・団体 佐藤 希望 ３位
個人・団体 山田　あゆみ ２５位
個人・団体 江村　美咲 ３位
個人・団体 田村　紀佳 １３位
個人・団体 青木　千佳 ２位
個人 菊地　美香 ５位
団体 山本　セイラ
個人 太田　雄貴 ５位
個人 藤野　大樹 １７位
個人・団体 松山　恭助 ８位
個人・団体 敷根　崇裕 ２位
団体 西藤　俊哉
団体 鈴村　健太
個人・団体 山田　優 １４位
個人・団体 伊藤　心 ８位
個人・団体 見延　和靖 ３位
個人・団体 宇山　賢 １０位
個人・団体 フィッツジェラルド邦彦 ９位
個人・団体 ストリーツ海飛 １０位
個人・団体 徳南　堅太 ３７位
個人・団体 森　翔一 ４１位
個人・団体 西岡　詩穂 １８位
個人・団体 宮脇　花倫 １３位
個人・団体 柳岡　はるか ８位

６位

３位

５位

2015 シンガポール

男子フルーレ ３位

男子エペ ３位

男子サーブル

2014 水原

男子エペ

男子サーブル

女子フルーレ ３位

女子エペ

女子サーブル

７位

女子フルーレ ３位

４位

女子フルーレ ４位

女子エペ

女子サーブル ３位

３位

２位

2016 無錫

男子フルーレ ３位

男子エペ 優勝

男子サーブル



個人・団体 狩野　愛巳 ３位
個人・団体 下大川　綾華 ５位
個人・団体 古俣　潮里 ２３位
個人・団体 佐藤 希望 １５位
個人・団体 才藤　歩夢 ２２位
個人・団体 江村　美咲 ９位
個人・団体 田村　紀佳 １７位
個人・団体 青木　千佳 ３５位
個人・団体 髙嶋　理紗 １８位
個人・団体 松山　恭助 ６位
個人・団体 敷根　崇裕 １２位
個人・団体 西藤　俊哉 ７位
個人・団体 鈴村　健太 １１位
個人・団体 山田　優 １０位
団体 伊藤　心
個人 加納　虹輝 １２位
個人・団体 見延　和靖 １１位
個人・団体 宇山　賢 １３位
個人・団体 フィッツジェラルド邦彦 １７位
個人・団体 ストリーツ海飛 １７位
個人・団体 徳南　堅太 １１位
個人・団体 吉田　健人 １２位
個人・団体 西岡　詩穂 ５位
個人・団体 菊池　小巻 ２２位
個人・団体 東　晟良 ６位
個人・団体 狩野　愛巳 ３位
個人・団体 下大川　綾華 ７位
個人・団体 山田あゆみ ２１位
個人・団体 大石　栞菜 ３３位
個人・団体 馬場　晴菜 ４０位
個人・団体 江村　美咲 ３位
個人・団体 田村　紀佳 ９位
個人・団体 青木　千佳 ７位
個人・団体 福島　史帆実 １８位
個人・団体 松山　恭助 １９位
個人・団体 敷根　崇裕 １１位
個人・団体 西藤　俊哉 ５位
個人・団体 鈴村　健太 ２０位
個人・団体 山田　優 ４８位
個人・団体 加納　虹輝 ３位
個人・団体 見延　和靖 ２０位
個人・団体 宇山　賢 ６位
個人・団体 島村　智博 ５位
個人・団体 ストリーツ海飛 ２２位
個人・団体 徳南　堅太 ８位
個人・団体 吉田　健人 １６位
個人・団体 西岡　詩穂 ２３位
個人・団体 菊池　小巻 優勝
個人・団体 東　晟良 １４位
個人・団体 宮脇　花倫 ６位
個人・団体 下大川　綾華 ６位
個人・団体 古俣　潮里 １３位
個人・団体 吉村　美穂 ２９位
個人・団体 山田　あゆみ ２１位
個人・団体 髙嶋　理紗 １０位
個人・団体 田村　紀佳 ７位
個人・団体 青木　千佳 １１位
個人・団体 福島　史帆実 ５位

2018 バンコク

男子フルーレ ３位

男子エペ ５位

男子サーブル ４位

女子フルーレ ２位

女子エペ ４位

女子サーブル ５位

女子フルーレ ３位

女子エペ ４位

女子サーブル ３位

2017 香港

男子フルーレ ４位

男子エペ ３位

男子サーブル ５位

女子フルーレ ２位

女子エペ ３位

女子サーブル ３位

2016 無錫


