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第66回全日本選手権（個人戦）上位4名
順位 選手／種目 名��前 所��属

1 男子エペ 宇山��賢 香川クラブ

2 男子エペ 奥�雄 警視庁

3 男子エペ 坂本�圭右 自衛隊体育学校

3 男子エペ 津江�碧 早稲田大学

世界選手権代表／Group B／全日本推薦ランキング上位者一覧
No 選手／種目 名��前 所��属

男子エペ（世界選手権） 宇山��賢 香川クラブ
1 男子エペ（世界選手権） 見延�和靖 NEXUS(株)

2 男子エペ（世界選手権） 伊藤��心 NEXUS(株)

3 男子エペ（世界選手権） 山田��優 日本大学

4 男子エペ（Group B） 林�茂樹 警視庁

5 男子エペ（Group B） 平野�良樹 NEXUS(株)

6 男子エペ（Group B） 星野�貴智 (株)ゼビオ

7 男子エペ（Group B） 北村�直之 日本大学

8 男子エペ（RANK） 萩原�宏樹 栃木商業高校教諭

9 男子エペ（RANK） 水口�絋希 中央大学

10 男子エペ（RANK） 前田�雄亮 香川クラブ

11 男子エペ（RANK） 吉沢�有紀 法政大学

12 男子エペ（RANK） 谷口�琢弥 専修大学

2014世界ジュニア・カデ選手権出場者及びランキング上位者

No 種目(ジュニア） 氏名 所属(3/1現在）

男子エペ（ジュニア） 山田�優 日本大学

1 男子エペ（ジュニア） 成田�遼介 日本大学

2 男子エペ（ジュニア） 藤倉�陸 法政大学

3 男子エペ（ジュニア） 武田�仁 慶應義塾大学

4 男子エペ（Jr RANK） 加納�虹輝 岩国工業高校

5 男子エペ（Jr RANK） 中村�豪 法政大学

No 種目(カデ） 氏名 所属(3/1現在）

1 男子エペ（カデ） 川北�信海 愛知工業大学名電高校

2 男子エペ（カデ） 村山�健太郎 東亜学園高校

3 男子エペ（カデ） 古俣�聖 新潟第一高校

4 男子エペ（Cad RANK） 増田�陽人 岡山大安寺中等教育学校

5 男子エペ（Cad RANK） 毛利�凌乙 岐阜聖徳学園大学附属中学校

第67回全日本選手権（男子エペ個人戦）推薦者



第66回全日本選手権（個人戦）上位4名
順位 選手／種目 名��前 所��属

1 女子エペ 堀川�こず恵 日本体育大学

2 女子エペ 大橋�里衣 岐阜クラブ

3 女子エペ 古田�彩稀 立命館大学

女子エペ 和田�花子 慶應義塾大学

世界選手権代表／Group B／全日本推薦ランキング上位者一覧
No 選手／種目 名��前 所��属

女子エペ（世界選手権） 大橋�里衣 岐阜クラブ

1 女子エペ（世界選手権） 下大川�綾華 テクマトリックス(株)

2 女子エペ（世界選手権） 森岡�美帆 城北信用金庫

3 女子エペ（世界選手権） 古俣�潮里 明治大学

4 女子エペ（Group B） 山田�あゆみ 日本大学

5 女子エペ（Group B） 中野�希望 大垣共立銀行

6 女子エペ（Group B） 大石�栞菜 法政大学

7 女子エペ（RANK） 横井�七恵 日本大学

8 女子エペ（RANK） 大迫�夏奈 日本体育大学

9 女子エペ（RANK） 雜賀�由起 朝日大学

10 女子エペ（RANK） 黒木�夢 日本大学

11 女子エペ（RANK） 山村�彩和子 早稲田大学

12 女子エペ（RANK） 池田�五月 法政大学

13 女子エペ（RANK） 鈴木�穂波 日本大学

2014世界ジュニア・カデ選手権出場者及びランキング上位者
No 種目(ジュニア） 氏名 所属(3/1現在）

女子エペ（ジュニア） 古俣潮里 新潟高校

1 女子エペ（ジュニア） 池田�五月 法政大学

2 女子エペ（ジュニア） 山根�司 早稲田大学

3 女子エペ（カデ/ジュニア） 吉村�美穂 立命館守山高校

4 女子エペ（Jr RANK） 難波�柚 中京大学

5 女子エペ（Jr RANK） 池田�亜優 法政大学

No 種目(カデ） 氏名 所属(3/1現在）

1 女子エペ（カデ） 富永�恵美 栃木翔南高校

2 女子エペ（カデ） 前田�友菜 富山西高校

3 女子エペ（Cad RANK） 中浦�柚樹 帝塚山学院高校

4 女子エペ（Cad RANK） 尾矢二千花 中京大学JR

5 女子エペ（Cad RANK） 小田�みはる 別府商業高校

第67回全日本選手権（女子エペ個人戦）推薦者



第66回全日本選手権（個人戦）上位4名
順位 選手／種目 名��前 所��属

1 男子サーブル 島村�智博 警視庁

2 男子サーブル 田中��瞬 警視庁

3 男子サーブル 新井�弘太 NEXUS(株)

3 男子サーブル 徳南�堅太 デロイト トーマツコンサルティング(株)

世界選手権代表／Group B／全日本推薦ランキング上位者一覧
No 選手／種目 名��前 所��属

男子サーブル（世界選手権） 徳南�堅太 デロイト トーマツコンサルティング(株)
男子サーブル（世界選手権） 島村�智博 警視庁
男子サーブル（世界選手権） 田中��瞬 警視庁

1 男子サーブル（世界選手権） 宮山��亮 NEXUS(株)

2 男子サーブル（Group B） 清水�紀宏 帝京高校／JOCエリートアカデミー

3 男子サーブル（RANK） 森�翔一 日本大学

4 男子サーブル（RANK） 中島�哲雄 中央大学

5 男子サーブル（RANK） 吉田�健人 法政大学

6 男子サーブル（RANK） 張眞�龍太 専修大学

7 男子サーブル（RANK） 今井�康友 桜門剣友会

8 男子サーブル（RANK） 永田�崚 日本大学

9 男子サーブル（RANK） 丹代�翔 法政大学

10 男子サーブル（RANK） 古川�信清 日本大学

11 男子サーブル（RANK） 松野�稔樹 朝日大学

12 男子サーブル（RANK） 大崎�葵一 法政大学

2014世界ジュニア・カデ選手権出場者及びランキング上位者
No 種目(ジュニア） 氏名 所属(3/1現在）

1 男子サーブル（ジュニア） 安藤�光平 法政大学

2 男子サーブル（ジュニア） 曽我�啓介 中央大学

3 男子サーブル（カデ/ジュニア） ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ邦彦 騎士の会

4 男子サーブル（カデ/ジュニア） 茂木�雄大 法政大学第二高校

5 男子サーブル（Jr RANK） 星野�剣斗 帝京高校／JOCエリートアカデミー

No 種目(カデ） 氏名 所属(3/1現在）
男子サーブル（カデ/ジュニア） ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ邦彦 騎士の会
男子サーブル（カデ/ジュニア） � 法政大学第二高校

1 男子サーブル（カデ） 小山�桂史 クラーク記念国際高校

2 男子サーブル（Cad RANK） 高木�良輔 立教新座中高等学校

3 男子サーブル（Cad RANK） 森多�駿 徳山高校

4 男子サーブル（Cad RANK） 青木�貴雅 沼津FC

5 男子サーブル（Cad RANK） 佐藤�真春 川俣高校

第67回全日本選手権（男子サーブル個人戦）推薦者



第66回全日本選手権（個人戦）上位4名
順位 選手／種目 名��前 所��属

1 女子サーブル 青木�千佳 NEXUS(株)

女子サーブル 廣瀬�恵理加 NEXUS(株)

2 女子サーブル 菊地�美香 警視庁

女子サーブル 吹原�麻美 岐阜クラブ

世界選手権代表／Group B／全日本推薦ランキング上位者一覧
No 選手／種目 名��前 所��属

女子サーブル（世界選手権） 菊地�美香 警視庁
1 女子サーブル（世界選手権） 伊藤�真実 警視庁

2 女子サーブル（世界選手権） 江村�美咲 JOCエリートアカデミー／大原学園

3 女子サーブル（世界選手権） 濱田�真帆 菊川南陵高校職

4 女子サーブル（Group B） 田村�紀佳 NEXUS(株)

5 女子サーブル（Group B） 福島�史帆実 法政大学

6 女子サーブル（Group B） 竹田�悠里 NEXUS(株)

7 女子サーブル（RANK） 浦野�夏菜 中京大学

8 女子サーブル（RANK） 木村�毬乃 法政大学

9 女子サーブル（RANK） 三好�茉莉子 日本大学

10 女子サーブル（RANK） 百崎�千裕 専修大学

11 女子サーブル（RANK） 山本�セイラ 大垣共立銀行

12 女子サーブル（RANK） 味岡�祐奈 中京大学

13 女子サーブル（RANK） 川島�瑞月 関西学院大学

14 女子サーブル（RANK） 安冨   結 早稲田大学

2014世界ジュニア・カデ選手権出場者及びランキング上位者
No 種目(ジュニア） 氏名 所属(3/1現在）

女子サーブル（カデ/ジュニア） 江村�美咲 騎士の会/志村第二中学校
女子サーブル（カデ/ジュニア） 高嶋�理紗 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校

1 女子サーブル（カデ/ジュニア） 向江�彩伽 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校

2 女子サーブル（ジュニア） 小栗千紗絵 日本大学

3 女子サーブル（Jr RANK） 朝居�由起 中京大学

4 女子サーブル（Jr RANK） 佐々木陽菜 大原学園高校

5 女子サーブル（Jr RANK） 脇田�樹魅 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校

No 種目(カデ） 氏名 所属(3/1現在）
女子サーブル（カデ/ジュニア） 江村�美咲 騎士の会/志村第二中学校
女子サーブル（カデ/ジュニア） 高嶋�理紗 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校
女子サーブル（カデ/ジュニア） 向江�彩伽 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校

1 女子サーブル（Cad RANK） 稲野�邊南 TFA

2 女子サーブル（Cad RANK） 木村�結 柳井学園高校

3 女子サーブル（Cad RANK） 白峰�杏香 三島FC

4 女子サーブル（Cad RANK） 月野�敬子 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/稲付中学校

5 女子サーブル（Cad RANK） 吉田�真花 大阪信愛女学院

第67回全日本選手権（女子サーブル個人戦）推薦者


