
全日本個人戦男子フルーレ選手名簿
ＦＪＥシニアランキング上位８名（7月24日付）はスーパーシードとする。

スーパーシード選手は予選プールを免除し、エリミナション・ディレクト64より出場する。 76名

氏名 ふりがな 所属

1 松山　恭助 まつやま　きょうすけ JTB

2 三宅　諒 みやけ　りょう フェンシングステージ

3 西藤　俊哉 さいとう　としや 長野クラブ

4 伊藤　拓真 いとう　たくま 日本大学

5 敷根　崇裕 しきね　たかひろ 法政大学

6 鈴村　健太 すずむら　けんた 法政大学

7 藤野　大樹 ふじの　だいき DENSO岩手

8 上野　優斗 うえの　ゆうと 中央大学

9 ロレンツォーニ　ダビデ ろれんつぉーに　だびで Golubitsky Fencing Center

10 野口　凌平 のぐち　りょうへい ＮＥＸＵＳ

11 船本　誠志郎 ふなもと　せいしろう ＮＥＸＵＳ

12 伊藤　真 いとう　まこと ＮＥＸＵＳ

13 鬼澤　大真 おにざわ　だいま ＯＦＳ

14 ジュリアン　ガッツチョーク じゅりあん　がっつちょーく セントメリーズ　インターナショナルスクール

15 太田　拓輝 おおた　ひろき 愛知工業大学名電高等学校

16 佐々木　慶将 ささき　よしまさ 一関フェンシングスポーツ少年団

17 勅使河原　明日架 てしがわら　あすか 岐阜県立大垣南高等学校

18 馬場　俊輔 ばば　しゅんすけ 岐阜県立大垣南高等学校

19 北村　賢史 きたむら　けんじ 京都クラブ

20 大野　潤平 おおの　じゅんぺい 京都府立乙訓高等学校

21 太田　健二 おおた　けんじ 熊本クラブ

22 道脇　啓太 みちわき　けいた 熊本クラブ

23 藤倉　類 ふじくら　るい 慶應義塾大学

24 阪野　弘和 さかの　ひろかず 警視庁

25 長島　徳幸 ながしま　のりゆき 警視庁

26 新田　啓人 にった　ひろと 警視庁

27 山田　一八 やまだ　かずや 香川県立高松北高等学校

28 大前　篤史 おおまえ　あつし 香川県立高松北高等学校

29 池畑　亮太朗 いけはた　りょうたろう 三重クラブ

30 大石　利樹 おおいし　りき 山九株式会社

31 杉岡　瑞基 すぎおか　みずき 山口県立岩国工業高等学校

32 柏原　翔太 かしわばら　しょうた 山口県立岩国工業高等学校

33 堀部　聖太 ほりべ　しょうた 山口県立岩国工業高等学校

34 吉弘　航平 よしひろ　こうへい 鹿児島県立鹿児島南高等学校

35 林　祥蓮 はやし　しょうれん 鹿児島高等学校

36 吉田　花道 よしだ　はなみち 秋田クラブ

37 安部　慶輝 あべ　よしき 秋田緑ヶ丘病院

38 松山　大助 まつやま　だいすけ 杉並クラブ

39 ビューワーニック　ダグラス びゅーわーにっく　だぐらす 星槎国際高等学校川口

40 坪　颯馬 つぼ　そうま 青森県立田名部高等学校

41 竹内　凱 たけうち　がい 石川クラブ

42 淡路　卓 あわじ　すぐる 仙台城南高等学校

43 藤澤　将匡 ふじさわ　しょうま 仙台城南高等学校

44 薗田　嶺太 そのだ　れいた 専修大学

45 大野　瑞輝 おおの　みずき 専修大学

46 メンドーザ　ミゲール めんどーざ　みげーる 専修大学

47 石村　隆之介 いしむら　りゅうのすけ 専修大学

48 菅野　慶嗣 かんの　けいし 川俣町フェンシングスポーツ少年団

49 竹田　陸人 たけだ　りくと 早稲田大学

50 中埜　匡貴 なかの　まさたか 早稲田大学

51 冨田　優作 とみだ　ゆうさく 中央大学

52 永野　雄大 ながの　ゆうだい 中央大学

53 菅原　康平 すがわら　こうへい 中央大学

54 榎本　芽玖 えのもと　がく 中央大学

55 田辺　空我 たなべ　くうが 中央大学

56 尾川　世我 おがわ　せが 朝日大学

57 京極　光志 きょうごく　こうし 栃木県立宇都宮南高等学校

58 内村　宥基 うちむら　ゆうき 日本体育大学

59 毛利　純 もうり　あつみ 日本体育大学

60 神宮司　真矢 じんぐうし　まや 日本大学

61 伊藤　大輝 いとう　ひろき 日本大学

62 阿部　悠吾 あべ　ゆうご 日本大学

63 松渕　直希 まつぶち　なおき 日本大学

64 海老原　樹 えびはら　いつき 日本大学

65 井川　晃暉 いがわ　こうき 日本大学

66 四元　澪 よつもと　れい 日本大学

67 井神　俊兵 いかみ　しゅんぺい 日本大学

68 藤野　正真 ふじの　しょうま 富山パレスフェンシングクラブ

69 佐野　航琉 さの　わたる 富山県立富山西高等学校

70 中村　太郎 なかむら　たろう 法政大学

71 村上　拳 むらかみ　けん 法政大学

72 橋本　祥英 はしもと　しょうえい 立教新座高等学校

73 飯村　一輝 いいむら　かずき 龍谷大学付属平安高等学校

74 森　大翔 もり　ひろと 和歌山県立向陽高等学校

75 太田　航輔 おおた　こうすけ 和歌山県立和歌山東高等学校

76 大馬　匡 おおば　たすく 諫早クラブ
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