
氏名 所属 荒金　泰成 明治大学 氏名 所属

坪井　浩平 和歌山クラブ 毛利　凌乙 明治大学 小林　善洋 北海道クラブ

松尾　優樹 和歌山クラブ 長尾　康司 明治大学 中島　哲雄 北海道クラブ

東　哲平 和歌山クラブ 中村　哲也 明治大学 森　翔一 北海道クラブ

佐野　多加文 和歌山クラブ 細野　滉人 明治大学 山形　亮太郎 北海道クラブ

神杉　諒太 立命館大学 梶原　三厳 東京農業大学 張眞　龍太 福井クラブ

ウェディシンハ　ジュン立命館大学 三浦　基輝 東京農業大学 丹代　翔 福井クラブ

奥山　陸 立命館大学 蛭田　裕介 東京農業大学 佐々木　賢吾 福井クラブ

吉田　将士 立命館大学 田村　恵一朗 東京農業大学 清水　崇史 日本大学

溝口　晴也 立命館大学 高橋　英一 東京農業大学 松永　健吾 日本大学

橋本　祥英 立教新座高等学校 河西　駿介 長野クラブ 淺野　裕暉 日本大学

髙橋　未楽 立教新座高等学校 河西　遼太 長野クラブ 吉良　友汰 日本大学

増田　光 立教新座高等学校 河西　翔平 長野クラブ 山﨑　茂樹 日本大学

鈴木　統吾 立教新座高等学校 内田　敏朗 早稲田大学 谷合　登 日本大学

清野　明 立教新座高等学校 田中　秀行 早稲田大学 福崎　諭 同志社大学

中村　聡 立教新座高等学校 金髙　大乘 早稲田大学 川北　拡純 同志社大学

久米　春貴 明治大学 安　雅人 早稲田大学 青木　星也 同志社大学

村元　友大 明治大学 加納　虹輝 早稲田大学 成田　武永 同志社大学

長尾　康司 明治大学 増田　陽人 早稲田大学 坪本　能幸 同志社大学

成田　航也 明治大学 前畑　順一 専修大学 田中　新吾 東亜学園高等学校

柏崎　瑞仁 明治大学 齋藤　憲司 専修大学 石井　豪 東亜学園高等学校

伊藤　大輝 日本大学 菊池　正太郎 専修大学 津森　志道 東亜学園高等学校

伊藤　拓真 日本大学 栗田　藍央 専修大学 中力　亮 東亜学園高等学校

松渕　真平 日本大学 上村　一貴 専修大学 北川　裕貴 東亜学園高等学校

四元　澪 日本大学 武田　仁 千葉クラブ 新井　祐子 朝日大学

山﨑　茂樹 日本大学 村越　優希 千葉クラブ 井上　裕二 朝日大学

谷合　登 日本大学 榎本　涼 千葉クラブ 山　直崇 朝日大学

仙波　響 栃木県立宇都宮南高等学校 小田　康平 千葉クラブ 小林　勇気 朝日大学

京極　光志 栃木県立宇都宮南高等学校 淡路　寛 仙台城南高等学校 杉山　颯季 朝日大学

青木　元汰 栃木県立宇都宮南高等学校 藤堂　涼太 仙台城南高等学校 永松　泰樹 朝日大学

岡村　翔太 栃木県立宇都宮南高等学校 内ケ崎　良磨 仙台城南高等学校 内田　敏朗 早稲田大学

土澤直也 栃木県立宇都宮南高等学校 藤澤　将匡 仙台城南高等学校 田中　秀行 早稲田大学

三居　誠士 徳島県立城ノ内高等学校 猪狩　つばさ 仙台城南高等学校 小山　桂史 早稲田大学

三木　稜大 徳島県立城ノ内高等学校 山本　翔磨 神戸クラブ 岸本　大輝 早稲田大学

多田　弘之介 徳島県立城ノ内高等学校 片島　章徳 神戸クラブ 青木　貴雅 早稲田大学

尾形　優斗 徳島県立城ノ内高等学校 小坂　貞治 神戸クラブ 森多　諒 早稲田大学

福崎　諭 同志社大学 飛田　正俊 神戸クラブ 好川　裕士 清風高等学校

加藤　啓吾 同志社大学 下野敦弘 鹿児島県立鹿児島南高等学校 吉田　充希 清風高等学校

宿院　徳真 同志社大学 日高　椋脩 鹿児島県立鹿児島南高等学校 平田　歩己 清風高等学校

田中　風舞 同志社大学 有働　隆汰 鹿児島県立鹿児島南高等学校 辻中　悠真 清風高等学校

吉田　樹生 同志社大学 神村　渉 鹿児島県立鹿児島南高等学校 中島　昂太朗 清風高等学校

渡辺　大介 島根クラブ 小段　拳人 鹿児島県立鹿児島南高等学校 秋末　彩道 清風高等学校

佐藤　星貴 島根クラブ 山田　優 自衛隊体育学校 江村　　宏二 星槎国際高等学校川口

石原　雄平 島根クラブ 伊藤　心 自衛隊体育学校 井上　厳優 星槎国際高等学校川口

川井　康平 島根クラブ 城　竜也 自衛隊体育学校 竹井　耀一 星槎国際高等学校川口

井上　裕二 朝日大学 村上　佳宏 自衛隊体育学校 小久保　真旺 星槎国際高等学校川口

家永　妃里 朝日大学 桑原　慶斗 自衛隊体育学校 力武　優斗 星槎国際高等学校川口

尾川　世我 朝日大学 坂本　圭右 自衛隊体育学校 羽田　光二 鹿児島県立鹿児島南高等学校

野口　舞人 朝日大学 本間　邦彦 山口県立岩国工業高等学校 谷尾　愁斗 鹿児島県立鹿児島南高等学校

奥本　龍一 朝日大学 越水　裕亮 山口県立岩国工業高等学校 樋渡　怜大 鹿児島県立鹿児島南高等学校

相馬　雅樹 朝日大学 杉岡　瑞基 山口県立岩国工業高等学校 野島　里玖 鹿児島県立鹿児島南高等学校

内田　敏朗 早稲田大学 山代屋　和史 山口県立岩国工業高等学校 吉弘　航平 鹿児島県立鹿児島南高等学校

竹田　陸人 早稲田大学 堀部　聖太 山口県立岩国工業高等学校 下田　正毅 警視庁

中埜　匡貴 早稲田大学 大谷　謙介 山口県立岩国工業高等学校 山本　幸治 警視庁

川村　京太 早稲田大学 千野　一也 埼玉栄高等学校 島村　智博 警視庁

Jet　Ng　Shang　Fei 早稲田大学 芹澤　洋人 埼玉栄高等学校 吉田　健人 警視庁

高梨　遼太朗 専修大学 唐澤　颯斗 埼玉栄高等学校 今井　康友 警視庁

持田　龍平 専修大学 森井　亮介 埼玉栄高等学校 白井　寛夢 警視庁

メンドーザ　ミゲール 専修大学 浅海　聖哉 埼玉栄高等学校 大迫　碩哉 慶應義塾大学

佐久間　朝陽 専修大学 酒井　哉瑠 埼玉栄高等学校 関本　賢太郎 慶應義塾大学

前畑　順一 専修大学 藤長　和也 香川クラブ 水野　智之 慶應義塾大学

菅谷　優斗 千葉県立柏陵高等学校 出水　宏和 香川クラブ 山本　健斗 慶應義塾大学

小貫　暁人 千葉県立柏陵高等学校 水口　紘希 香川クラブ 伊藤　彰彦 慶應義塾大学

岩切　亮太 千葉県立柏陵高等学校 前田　雄亮 香川クラブ 澤田　聡 慶應義塾高等学校

藤澤　将匡 仙台城南高等学校 清水雄大 慶應義塾大学 山田　翔也 慶應義塾高等学校

猪狩　つばさ 仙台城南高等学校 田村純也 慶應義塾大学 山田　海大 慶應義塾高等学校

内ケ崎　良磨 仙台城南高等学校 大﨑　練介 慶應義塾大学 木下　秀信 慶應義塾高等学校

伊藤　天翔 仙台城南高等学校 中島　恒 慶應義塾大学 角田　裕大　 慶應義塾高等学校

淡路　寛 仙台城南高等学校 平野　裕也 慶應義塾大学 三島　巧 岐阜県立羽島北高等学校

松山　大助 杉並クラブ 關　大生 慶應義塾大学 加藤　颯人 岐阜県立羽島北高等学校

松山　大助 杉並クラブ 山本　一也 宮城クラブ 武藤　祐哉 岐阜県立羽島北高等学校

飯野　孝浩 杉並クラブ 菅井　裕之 宮城クラブ 大北　唯斗 岐阜県立羽島北高等学校

山口　理伎 杉並クラブ 粟野　修平 宮城クラブ 安藤　謙心 岐阜県立羽島北高等学校

東　裕二 鹿児島高等学校 赤池　正太郎 吉祥寺クラブ 青路　恒幸 岡山クラブ

林　祥蓮 鹿児島高等学校 叶内　慶一 吉祥寺クラブ 祇園　浩介 岡山クラブ

今村　粛登 鹿児島高等学校 石井　崇明 吉祥寺クラブ 横山　陸 岡山クラブ

税所　良介 鹿児島高等学校 冨田　弘樹 愛知工業大学名電高等学校 三宅　晟 岡山クラブ

玉利　悠音 鹿児島高等学校 大矢　颯斗 愛知工業大学名電高等学校 冨田　弘樹 愛知工業大学名電高等学校

羽田　光二 鹿児島県立鹿児島南高等学校 今井　嵩友 愛知工業大学名電高等学校 加藤　響 愛知工業大学名電高等学校

有働　隆汰 鹿児島県立鹿児島南高等学校 土井　崇愛 愛知工業大学名電高等学校 太田　拓輝 愛知工業大学名電高等学校

谷尾　愁斗 鹿児島県立鹿児島南高等学校 古橋　諒樹 愛知工業大学名電高等学校 伊東　英汰 愛知工業大学名電高等学校

野島　里玖 鹿児島県立鹿児島南高等学校 加藤　宙 Chevalier de table ronde 山本　弥騎斗 愛知工業大学名電高等学校

吉弘　航平 鹿児島県立鹿児島南高等学校 金川　晃大 Chevalier de table ronde 村岡　聡丞 めんたいクラブ

杉岡　瑞基 山口県立岩国工業高等学校 箕輪　大夢 Chevalier de table ronde 伊藤　羽舷 めんたいクラブ

田所　龍弥 山口県立岩国工業高等学校 吉田　優希 Chevalier de table ronde 宮﨑　孝司郎 めんたいクラブ

柏原　翔太 山口県立岩国工業高等学校 持田　彰久 Team　Oita 大石　峻司 めんたいクラブ

堀部　聖太 山口県立岩国工業高等学校 村上　仁紀 Team　Oita 安藤　光平 Ａ

本間　邦彦 山口県立岩国工業高等学校 木辺　啓二 Team　Oita 新井　弘太 Ａ

越水　裕亮 山口県立岩国工業高等学校 野島　玲央 中央大学 菊池　智大 Ａ

市川　恭也 警視庁 田尻　航大 中央大学 髙橋　優作 Ａ

阪野　弘和 警視庁 石井　一希 中央大学 江村　凌平 中央大学

長島　徳幸 警視庁 古俣　聖 中央大学 澤畠　武博 中央大学

新田　啓人 警視庁 冨田　隆 中央大学 平田　佳史樹 中央大学

岡﨑　直人 警視庁 久保田　智晴 中央大学 小久保　遥斗 中央大学

下田　正毅 警視庁 沢村　拓哉 法政大学 冨田　隆 中央大学

西村　隆佑 慶應義塾大学 名倉　京佑 法政大学 久保田　智晴 中央大学

長谷山　泰紀 慶應義塾大学 浅海　正哉 法政大学 桐谷　乃宇奈 日本体育大学

吉岡　慶太 慶應義塾大学 安齋　一豪 法政大学 大橋　亮介 日本体育大学

永澤　宏紀 慶應義塾大学 敷根　裕一 法政大学 永田　凌成 日本体育大学

伊藤　彰彦 慶應義塾大学 中島　寛 法政大学 若月　航矢 日本体育大学

澤田　聡 慶應義塾高等学校 桐谷　乃宇奈 日本体育大学 谷下　尚弥 日本体育大学

山本　裕太郎 慶應義塾高等学校 古田　育男 日本体育大学 星野　剣斗 法政大学

新井　謙信 慶應義塾高等学校 松浦　碧也 日本体育大学 小野　大貴 法政大学

水野　怜央名 慶應義塾高等学校 吉永　亘佑 日本体育大学 山本　真太郎 法政大学

布施　慶馬 慶應義塾高等学校 大津　陽平 日本体育大学 吉田　多聞 法政大学

舩本　宗一郎 熊本クラブ 村崎　祐真 龍谷大学 敷根　裕一 法政大学

太田　健二 熊本クラブ 清胤　慶英 龍谷大学 中島　寛 法政大学

鈴木　康一 熊本クラブ 服部　佑紀 龍谷大学

道脇　啓太 熊本クラブ 木村　優 龍谷大学

岩下　琢哉 熊本クラブ

北村　賢史 京都クラブ

安養寺　弘樹 京都クラブ

遠藤　恒樹 京都クラブ

井上　清太郎 京都クラブ
西脇　一徳 岐阜県立大垣南高等学校
田内　稜大 岐阜県立大垣南高等学校
勅使河原　明日架 岐阜県立大垣南高等学校
馬場　俊輔 岐阜県立大垣南高等学校
梅村　晃平 岐阜県立大垣南高等学校

大竹　諒 岐阜県立岐阜各務野高等学校

大竹　凛 岐阜県立岐阜各務野高等学校

前田　航希 岐阜県立岐阜各務野高等学校

安藤　翼 岐阜県立岐阜各務野高等学校

濱野万葉 岐阜県立岐阜各務野高等学校

冨田　弘樹 愛知工業大学名電高等学校

太田　拓輝 愛知工業大学名電高等学校

伊藤　真吾 愛知工業大学名電高等学校

河村　一摩 愛知工業大学名電高等学校

安藤　壮司 愛知工業大学名電高等学校

野口　凌平 ＮＥＸＵＳ

梅沢　賢一 ＮＥＸＵＳ

船本　誠志郎 ＮＥＸＵＳ

星野　正史 ＮＥＸＵＳ

齊藤人志 ＮＥＸＵＳ

佐藤　樹 ㈱ジェーシーアイ

吉田　花道 ㈱ジェーシーアイ

山崎　匠 ㈱ジェーシーアイ
安部　慶輝 ㈱ジェーシーアイ
敷根　崇裕 法政大学
鈴村　健太 法政大学
岩田　圭介 法政大学
敷根　裕一 法政大学
中村　太郎 法政大学
中島　寛 法政大学
上野　優斗 中央大学
冨田　優作 中央大学
永野　雄大 中央大学
松村　侑馬 中央大学
冨田　隆 中央大学
久保田　智晴 中央大学

第72回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

男子フルーレ　出場チームリスト

第72回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

男子エペ　出場チームリスト

第72回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

男子サーブル　出場チームリスト


