
第74回全日本個人戦コーチ・監督名簿 9月10日
選手所属先 コーチ名 選手名 種目
JOCエリート 古川　信清 坪　颯登 MS
JTB 松山大助 松山恭助 MF
NEXUS 橋本寛 星野剣斗 MS
NEXUS 梅沢賢一 舩本誠志郎 MF
NEXUS 梅沢賢一 永野雄大 MF
NEXUS 和田武真 敷根崇裕 MF
安全自動車株式会社 和田武真 梅津春香 WF
SEISA 江村宏二 イ　サシャ　ユンス WS
SEISA 森翔一 板橋香菜子 WS
愛工大名電高校 冨田弘樹 河村一摩 MF
愛工大名電高校 冨田弘樹 山田ひなた WF
愛工大名電高校 冨田弘樹 弓長昇主 MF
愛工大名電高校 冨田弘樹 金髙生幸 WS
あおぞら病院 岡田祐哉 村上仁紀 ME
朝日大学 梅田妃里 佐野佑衣 WS
朝日大学 梅田妃里 永松　泰樹 MS
朝日大学 梅田妃里 下村　日奈子 WS
大垣共立銀行 名和寛文 森川　奨太 MS
大垣ケーブルテレビ 鈴村元宏 鈴村健太 MF
大阪シティ信用金庫 古田彩稀 横井　七恵 WE
大山崎中学校 富岡菜採 竹山　夏芽 WF
乙訓高校 池端花奈恵 竹山柚葉　 WF
乙訓高校 池端花奈恵 神山侑奈 WF
柿の木台スケルマ 本間孔一 本間美月 WE
株式会社マイナビ 才藤　浩 才藤 歩夢 WE
岐阜県立大垣南高校 鈴村元宏 福田亮介 MF
岐阜県立大垣南高校 鈴村元宏 小笠原葵　 WE
京都クラブ 森　美智代 櫛橋茉由 MS
慶應義塾高校 本間孔一 坂藤秀昌 ME
慶應義塾高校 武田仁 小城颯人 ME
慶應義塾大学 澤田　聡 山田　悔大　 MS
慶應義塾大学 澤田　聡 水野　玲央名 MF
慶應義塾大学 澤田　聡 水野　智之 MS
慶應義塾大学 澤田　聡 藤倉　類 MF
慶應義塾大学 大崎練介 原田紗希 WE
慶應義塾大学 入交太郎 久末汐里 WE
慶應義塾大学 入交太郎 中島恒 ME
警視庁 下田　正毅 島村　智博 MS
警視庁 山本幸治 吉田健人 MS
警視庁 山本幸治 浦野夏菜 WS
警視庁 市川 恭也 新田 啓人 MF
埼玉栄高校 小野真英 小野瑞葵 WE
埼玉栄高校 芹澤洋人 大島愛実 WS
埼玉栄高校 西村　典子 濱松　里沙 WF
埼玉栄高校 西村典子 内山澪 WE
三田学園 西岡　陽子 西岡　瞳 WE
自衛隊 石川　和也 伊藤　心 ME
自衛隊 村上佳宏 山田優 ME
城北信用金庫 藤野大樹 久良知美帆 WF
城北信用金庫 中村栄太郎 山田あゆみ WE
城北信用金庫 山田あゆみ 向江彩伽 WS
仙台城南高校 淡路卓 千葉穂波 WF
仙台城南高校 淡路卓 米倉尚輝 MF
ソフトバンク 溝口礼菜 石井一希 WF
ソフトバンク 菊地卓哉 渡邊裕斗 MS
ソフトバンク 石井 一希 溝口 礼菜 WF
ダイヤモンドベッド株式会社 清野　明 森千絢 WF
中央大学 加藤颯人 江村 凌平 MS
中央大学 久保田　智晴 上野優斗 WF
中央大学 久保田　智晴 田辺空我 MF
中央大学 久保田　智晴 馬場俊輔 MF
中央大学 冨田智子 永野菜津子　 WF
中央大学 冨田智子 上野優佳 WF
中央大学 力武優斗 加藤響 MS
中央大学 渡部　達郎 雨田　由香 WS



東亜学園高校 馬場絢子 重藤美紀 WF
東京女子体育大学 佐藤葵 谷山鈴々花 WS
東京女子体育大学 佐藤葵 田崎愛 WS
東京女子体育大学 佐藤葵 山内今日香 WS
東京農業大学 高橋英一 澁谷有亮 ME
栃木商業高校 萩原宏樹 大西愛 WE
都立王子総合高校 新井弘太 平林奈菜子 WS
日本女子体育大学 市川真知子 福塚世帆 WF
日本女子体育大学 市川真知子 高橋沙也花 WF
日本女子体育大学 市川真知子 巾下栞奈 WF
日本女子体育大学 市川真知子 脇田樹魅 WS
日本女子体育大学 市川真知子 土佐千乃 WF
日本体育大学 桐谷 乃宇奈 斎藤利莉 WF
日本体育大学 吉川元人 谷下　尚弥 MS
日本大学 井川晃暉 阿部悠吾 MF
日本大学 鶴岡夏子 金氣愛華 WE
日本大学 髙嶌乙羽 寺山珠樹 WE
日本大学 内田樹里 高橋栄利佳 WE
日本大学 松渕真平 田口　莉帆 WF
日本大学 海老原樹 竹澤志織理 WF
ネッツトヨタ静岡 本間孔一 鈴木穂波 WF
フェンシングステージ 三宅正博 三宅諒 WF
法政大学 安藤光平 稲野邉南 WF
法政大学 安藤光平 月野敬子 WF
法政大学 安藤光平 髙橋千里香 WF
法政大学 安藤光平 尾﨑世梨 WF
法政大学 荒井　俊樹 吉田多聞 MS
法政大学 荒井　俊樹 小久保真旺 MS
法政大学 荒井　俊樹 月野敬子 WS
法政大学 荒井　俊樹 尾崎世梨 WS
法政大学 荒井　俊樹 高橋千里香 WS
法政大学 敷根裕一 北村透海 MF
法政大学 敷根裕一 中村太郎 MF
法政大学 敷根裕一 林祥蓮 MF
法政大学 敷根裕一 西口泰嵩　他 MF
法政大学 敷根裕一 浅海聖哉 ME
柳井学園高校 谷口　弘 谷口　真麻 WF
柳井学園高校 谷口　弘 谷口　真麻 WS
山形県立興譲館高校 高田　和典 峯田　大空 ME
立教新座高校 中村　聡 河原資起 MS
立教新座高校 三浦菜都美 髙橋未楽 ME
立教新座高校 伊東　洋祐 河原資起 MS
立教新座高校 清野　明 橋本祥英　 MF
立教新座高校 清野　明 増田光　 MF
立命館高校 加藤美也子 平岡大知 MS
立命館高校 吉田将士 沼尻祥明 MS
立命館高校 吉田将士 平岡大知 MS
立命館大学 吉田将士 井上誉聡 ME
龍谷大学付属平安高校 飯村　栄彦 飯村一輝 MF
龍谷大学付属平安高校 飯村　栄彦 飯村彩乃 WF
龍谷大学付属平安高校 飯村　栄彦 菊元雪 MF
龍谷大学付属平安高校 太田　聡 太田　陽詩 WE
和歌山クラブ 石井一希 松村侑馬 MF
ワセダクラブ 岩橘　恵美 中村　真琴 WE
ワセダクラブ 高橋隆士 安雅人 ME
ワセダクラブ 登尾早奈 武山達 MS
早稲田大学 川村京太 高原真央 WF
早稲田大学 川村京太 狩野央莉沙 WF
早稲田大学 川村京太 金髙大乗 ME
早稲田大学 ビュワーウィクダグラス 川村京太 MF
早稲田大学 柴田華 中島美月 WE
早稲田大学 柴田華 蓮井陽菜 WE
早稲田大学 村上万里亜 黒田ほのか WS
早稲田大学 田中智也 森多諒 MS
早稲田大学 武山達 増田陽人 ME
愛媛県立三島高等学校 新田　涼平 大村　尚土 MS
愛媛県立三島高等学校 新田　涼平 加藤　凛 WE



愛媛県立三島高等学校 福本かな 村上愛夢 WS
株式会社アイヴァン 吉村美穂 吉村多恵 WE
株式会社サイサン（Gas One） 鈴木颯人 清水紀宏 MS
株式会社セプテーニ・ホールディングス 清野　明 西藤俊哉 MF
株式会社タマディック 本間孔一 黒木夢 WE
岩手県立一関第二高等学校 田村　明 福田　悠雅 MS
岩手県立一関第二高等学校 峯井直子 安部奈穂 WE
岐阜県立岐阜総合学園高等学校 村瀬さゆり 長瀬凜乃 WF
宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 原　嘉宣 竹田　悠里 WS
熊本クラブ 太田健二 尾川世我 MF
熊本クラブ 太田健二 西本光希 ME
熊本クラブ 太田健二 森美奈子 WF
熊本クラブ 太田健二 相馬雅樹 MF
群馬県立沼田女子高校 吉澤千恵 笠原佳姫 WF
広瀬町フェンシングクラブ 井塚千晶 谷村星奈 WF
香川県立高松北高等学校 石橋　武 石橋　臣都 MF
高松北中学校 市ヶ谷廣輝 市ヶ谷奈々 WF
佐賀県立佐賀商業高等学校 中村泰典 鷲﨑万維 WE
山形県立山形東高等学校 齋野　正能 庄司圭祐 MS
山形県立山形東高等学校 齋野　正能 荒木　瑠理華 WS
鹿児島県立鹿児島南高等学校 羽田　光二 岡村怜音 MF
鹿児島県立鹿児島南高等学校 羽田　光二 岡村怜音 MS
鹿児島県立鹿児島南高等学校 羽田　光二 鎌田晃成 MF
鹿児島県立鹿児島南高等学校 羽田　光二 鎌田晃成 MS
鹿児島県立鹿児島南高等学校 山口美里 園田菜々美 WE
鹿児島県立鹿児島南高等学校 山口美里 駒路ひかる WS
鹿児島県立鹿児島南高等学校 山口美里 吉松公果　 WF
鹿児島県立鹿児島南高等学校 山口美里 吉松公果　 WS
鹿児島県立鶴丸高等学校 羽田　光二 高山　幸大 MS
秋田県立秋田北鷹高等学校 吉田　花道 長崎昇子 WS
秋田県立秋田北鷹高等学校 吉田　花道 長崎東子 WE
秋田市役所 嶋田愛音 高橋風子 WF
新潟クラブ なし 小林慧 MS
神戸クラブ 片島章徳 飛田正俊 ME
神戸クラブ 片島章徳 小坂貞治 ME
静岡県立沼津西高等学校 恩田晃人 一藤木由香 WE
千葉県立柏陵高校 佐賀淳 玉本愛佳 WE
川俣町フェンシングスポーツ少年団 原　嘉宣 菅野 慶嗣 MF
長野県伊那北高等学校 小池弘郷 小池花佳 WF
島根県立安来高等学校 金築元喜 遠藤駿斗 ME
富山県立砺波高等学校 清原　修一 清原　希紘 WS
富山県立富山西高等学校 藤野　元伯 藤野　正真 MF
富山県立富山北部高等学校 高山 勲 高山 桐 WE
福岡県立福岡魁誠高等学校 村岡 聡丞 伊藤羽舷　　 MS
福岡県立福岡魁誠高等学校 村岡 聡丞 宮﨑孝司郎 MS
福岡県立福岡魁誠高等学校 村岡 聡丞 日比生　真奈嘉 WS
福島県立川俣高等学校 廣瀨　了之 髙木　夢生 MF
米沢中央高等学校 村田　敦 村田　一公 ME
箕輪中学校 松渕直希 五味恋菜 WS
箕輪中学校　 松渕直希 小島柚貴子 WE
箕輪中学校　 保科　由里子 保科　幸那 WF
明治安田生命保険相互会社 東美樹 東莉央 WF
和歌山県立和歌山東高等学校 西口治伸 稲田　椋 WS
和歌山県立和歌山北高等学校 後藤　真徳 岩本　鈴菜 WF
ジュニアフェンシング大分 岡田花鈴 岡田風花 WF
垂水市フェンシング協会 吉松　琳果 吉松公果 WE


