
全日本個人戦男子サーブル選手名簿
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 徳南　堅太 とくなん　けんた デロイトトーマツコンサルティング

2 島村　智博 しまむら　ともひろ 警視庁

3 吉田　健人 よしだ　けんと 警視庁

4 ストリーツ　海飛 すとりーつ　かいと 鹿児島クラブ

5 今井　康友 いまい　やすとも 警視庁

6 吉田　多聞 よしだ　たもん 法政大学

7 星野　剣斗 ほしの　けんと 法政大学

8 渡邊　裕斗 わたなべ　ゆうと 中央大学

9 安藤　光平 あんどう　こうへい Ａ

10 坪　颯登 つぼ　はやと ＪＯＣエリートアカデミー

11 宮山　亮 みややま　りょう オリエンタル酵母工業株式会社

12 向竹　淳 むかたけ　あつし ノーリツ

13 馬場　正浩 ばば　まさひろ ノーリツ

14 宮﨑　孝司郎 みやざき　こうしろう めんたいクラブ

15 武山　達 たけやま　とおる ワセダクラブ

16 森　晧己 もり　こうき 愛知工業大学

17 西田　大地 にしだ　だいち 愛知工業大学

18 加藤　響 かとう　ひびき 愛知工業大学名電高等学校

19 佐々木　聖 ささき　せい 愛媛クラブ

20 新田　涼平 にった　りょうへい 愛媛クラブ

21 蓮池　岳仁 はすいけ　がくと 関西学院大学

22 小岩　聖那 こいわ　せいな 岩手県立一関第二高等学校

23 加藤　颯人 かとう　はやと 岐阜県立羽島北高等学校

24 武藤　祐哉 むとう　ゆうや 岐阜県立羽島北高等学校

25 松本　純也 まつもと　じゅんや 群馬県立沼田高等学校

26 山田　海大 やまだ　かいた 慶應義塾高等学校

27 窪田　開 くぼた　かい 慶應義塾大学

28 水野　智之 みずの　ともゆき 慶應義塾大学

29 山本　健斗 やまもと　けんと 慶應義塾大学

30 白井　寛夢 しらい　ひろむ 警視庁

31 山根　颯人 やまね　そうと 国立神戸大学附属中等教育学校

32 芹澤　洋人 せりざわ　ひろと 埼玉クラブ

33 成澤　琉希 なりさわ　るき 山形県立山形東高等学校

34 古川　蓮 ふるかわ　れん 鹿児島県立鹿児島南高等学校

35 樋渡　怜大 ひわたし　れお 鹿児島県立鹿児島南高等学校

36 高山　幸大 たかやま　こうた 鹿児島県立鶴丸高等学校

37 小久保　真旺 こくぼ　まお 星槎国際高等学校川口

38 力武　優斗 りきたけ　ゆうと 星槎国際高等学校川口

39 吉田　充希 よしだ　みつき 清風高等学校

40 長内　勇樹 おさない　ゆうき 青森県フェンシング協会

41 谷　拓海 たに　たくみ 専修大学

42 佐藤　宏樹 さとう　こうき 専修大学

43 小山　桂史 おやま　けいし 早稲田大学

44 青木　貴雅 あおき　たかまさ 早稲田大学

45 森多　諒 もりた　りょう 早稲田大学

46 後藤　駿弥 ごとう　としや 大垣共立銀行

47 小久保　遥斗 こくぼ　はると 中央大学

48 尾矢　陽太 おや　さんた 中京大学Ｊｒ．

49 山　直崇 やま　なおたか 朝日大学

50 福島　大和 ふくしま　やまと 長野クラブ

51 平松　竜成 ひらまつ　りゅうせい 長野クラブ

52 大阪　立 おおさか　りゅう 鳥取クラブ

53 村尾　直哉 むらお　なおや 鳥取県立鳥取工業高等学校

54 石井　豪 いしい　ごう 東亜学園高等学校

55 川北　拡純 かわきた　ひろずみ 同志社大学

56 成田　武永 なりた　たけのり 同志社大学

57 羽田　康孝 はねだ　やすたか 奈良クラブ

58 吉川　元人 よしかわ　まさと 日本体育大学

59 若月　航矢 わかつき　こうや 日本体育大学

60 大村　貴之 おおむら　たかゆき 日本大学

61 清水　紀宏 しみず　のりひろ 日本大学

62 稲垣　武人 いながき　たけと 日本大学

63 松永　健吾 まつなが　けんご 日本大学

64 淺野　裕暉 あさの　ひろき 日本大学

65 柏木　慈理 かしわぎ　じり 日本大学

66 吉良　友汰 きら　ゆうた 日本大学

67 木村　友哉 きむら　ともや 日本大学豊山高等学校

68 才木　良太 さいき　りょうた 富山県立水橋高等学校

69 平田　悠翔 ひらた　ゆうと 福岡県立福岡魁誠高等学校

70 佐藤　真春 さとう　まはる 福島クラブ

71 平山　裕汰 ひらやま　ゆうた 福島県立川俣高等学校

72 山本　真太郎 やまもと　しんたろう 法政大学

73 森　翔一 もり　しょういち 北海道クラブ

74 瀬角　心之介 せすみ　しんのすけ 立教新座高等学校

75 野根　良介 のね　りょうすけ 立教大学

76 鷲尾　浩治 わしお　こうじ 立命館大学
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