
全日本個人戦男子エペ選手名簿
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。 77名

氏名 ふりがな 所属

1 見延　和靖 みのべ　かずやす ＮＥＸＵＳ

2 加納　虹輝 かのう　こうき 早稲田大学

3 山田　優 やまだ　まさる 自衛隊体育学校

4 坂本　圭右 さかもと　けいすけ 自衛隊体育学校

5 宇山　賢 うやま　さとる 三菱電機株式会社

6 伊藤　心 いとう　いのち 自衛隊体育学校

7 安　雅人 やす　まさと 早稲田大学

8 増田　陽人 ますだ　よひと 早稲田大学

9 箕輪　大夢 みのわ　だいむ Chevalier de table ronde

10 元木　真介 もとき　しんすけ MFC

11 村上　仁紀 むらかみ　さとき あおぞら病院

12 古橋　諒樹 ふるはし　りょうき 愛知工業大学名電高等学校

13 萩原　宏樹 はぎわら　ひろき 宇都宮フェンシングクラブ

14 平野　良樹 ひらの　よしき 株式会社本間組

15 杉山　智哉 すぎやま　ともや 関学クラブ

16 大竹　諒 おおたけ　りょう 岐阜県立岐阜各務野高等学校

17 平田　一成 ひらた　いっせい 岐阜県立揖斐高等学校

18 赤池　正太郎 あかいけ　しょうたろう 吉祥寺クラブ

19 石井　崇明 いしい　たかあき 吉祥寺クラブ

20 井上　陽太郎 いのうえ　ようたろう 京都クラブ

21 福田　光秀 ふくだ　みつひで 京都クラブ

22 太田　健二 おおた　けんじ 熊本クラブ

23 中島　恒 なかじま　こう 慶應義塾大学

24 關　大生 せき　たいせい 慶應義塾大学

25 平野　裕也 ひらの　ゆうや 慶應義塾大学

26 小野　友行 おの　ともゆき 警視庁

27 前田　雄亮 まえだ　ゆうすけ 香川クラブ

28 宮田　拓海 みやた　たくみ 高知県立高知南高等学校

29 浅海　聖哉 あさみ　せいや 埼玉栄高等学校

30 唐澤　颯斗 からさわ　はやと 埼玉栄高等学校

31 坂　俊甫 さか　しゅんすけ 三井物産株式会社

32 佐藤　友哉 さとう　ともや 山形県フェンシング協会

33 津江　碧 つえ　あおい 山口クラブ

34 大谷　謙介 おおや　けんすけ 山口県立岩国工業高等学校

35 山代屋　和史 やましろや　かずし 山口県立岩国工業高等学校

36 谷口　琢弥 たにぐち　たくや 鹿児島クラブ

37 笠原　崇弘 かさはら　たかひろ 新潟クラブ

38 小坂　貞治 こさか　さだはる 神戸クラブ

39 山本　翔磨 やまもと　しょうま 神戸クラブ

40 澤田　晃希 さわだ　こうき 青森県フェンシング協会

41 藤澤　将匡 ふじさわ　しょうま 仙台城南高等学校

42 内ケ崎　良磨 うちがさき　りょうま 仙台城南高等学校

43 小田　康平 おだ　こうへい 千葉クラブ

44 武田　仁 たけだ　じん 千葉クラブ

45 齋藤　憲司 さいとう　けんじ 専修大学

46 菊池　正太郎 きくち　しょうたろう 専修大学

47 金髙　大乘 かねたか　たいじょう 早稲田大学

48 名和　寛文 なわ　ひろふみ 大垣共立銀行

49 持田　彰久 もちだ　あきひさ 大分県立津久見高等学校

50 野島　玲央 のしま　れお 中央大学

51 田尻　航大 たじり　こうだい 中央大学

52 栗栖　怜央 くりす　れお 中央大学

53 古俣　聖 こまた　あきら 中央大学

54 山田　廉 やまだ　れん 朝日大学

55 河西　翔平 かさい　しょうへい 長野クラブ

56 西沢　樹 にしざわ　いつき 東京大学

57 松本　龍 まつもと　りゅう 東京都立王子総合高等学校

58 金田　和樹 かねだ　かずき 東京農業大学

59 篠原　瑞公 しのはら　みずき 同志社大学

60 二ノ宮　浩輔 にのみや　こうすけ 同志社大学

61 宮川　恒 みやがわ　わたる 同志社大学

62 伊藤　海之亮 いとう　うみのすけ 栃木県立栃木商業高等学校

63 佐々木　優人 ささき　ゆうと 日本体育大学

64 古田　育男 ふるた　いくお 日本体育大学

65 杠　星哉 ゆずりは　せいや 日本体育大学

66 伊東　歩 いとう　あゆむ 日本大学

67 武井　倖也 たけい　こうや 日本大学

68 宇都木　勇輝 うつぎ　ゆうき 日本大学

69 中島　直輝 なかじま　なおき 日本大学

70 翁　和吉 おきな　かずよし 福岡フェンサーズ

71 村山　健太郎 むらやま　けんたろう 法政大学

72 浅海　正哉 あさみ　まさや 法政大学

73 中村　哲也 なかむら　てつや 明治大学

74 西林　凛 にしばやし　りん 立教大学

75 ウェディシンハ　ジュン うぇでぃしんは　じゅん 立命館大学

76 井上　誉聡 いのうえ　たかとみ 立命館大学

77 村田　一公 むらた　いっこう 米沢中央高等学校
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