
第75回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）選手名簿
棄権者

氏名 所属先 氏名 所属先

1 永野　雄大 NEXUS FENCING CLUB 1 上野　優佳 中央大学

2 安部　慶輝 秋田緑ヶ丘病院 2 東　莉央 明治安田生命保険相互会社

3 敷根　崇裕 NEXUS FENCING CLUB 3 東　晟良 株式会社PEAKS

4 松山　恭助 JTB 4 宮脇　花綸 東京フェンシングスクール

5 飯村　一輝 慶應義塾大学 5 竹山　柚葉 日本大学

6 中村　太郎 法政大学 6 狩野　愛巳 日清製粉グループ本社

7 伊藤　拓真 上三川フェンシングクラブ 7 飯村　彩乃 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

8 上野　優斗 大分クラブ 8 伊達　京 埼玉クラブ

9 鈴村　健太 株式会社　大垣ケーブルテレビ 9 辻　すみれ 大垣共立銀行

10 三宅　諒 フェンシング　ステージ 10 森　千絢 ダイアモンドヘッド株式会社

11 川村　京太 早稲田大学 11 土佐　千乃 日本女子体育大学

12 藤澤　将匡 早稲田大学 12 髙橋　沙也花 日本女子体育大学

13 西村　隆佑 慶應義塾大学 13 森田　明日香 日本女子体育大学

14 新井　謙信 慶應義塾大学 14 巾下　栞奈 日本女子体育大学

15 長谷山　泰紀 慶應義塾大学 15 齋藤　利莉 日本体育大学

16 田中　風舞 同志社大学 16 岡田　芽生 日本体育大学

17 柏原　翔太 同志社大学 17 田口　莉帆 日本大学

18 坪　颯馬 日本体育大学 18 竹澤　志緒里 日本大学

19 神宮司　真矢 日本大学 19 中出　陽愛 日本大学

20 勅使河原　明日架 日本大学 20 設樂　ゆひな 日本大学

21 井神　俊兵 日本大学 21 岡田　梨良 日本大学

22 稲垣　恵人 日本大学 22 岩本　鈴菜 日本大学

23 菅谷　優斗 日本大学 23 安部　聖美 専修大学

24 田辺　空我 中央大学 24 成田　実礼 専修大学

25 大塚　昂輝 朝日大学 25 原田　奈乃羽 専修大学

26 太田　拓輝 法政大学 26 篠﨑　美礼 専修大学

27 西口　泰嵩 法政大学 27 花田　うらら 専修大学

28 村上　拳 法政大学 28 狩野　央梨沙 早稲田大学

29 林　祥蓮 法政大学 29 森多　舞 早稲田大学

30 河村　一摩 法政大学 30 貝島　有香 慶應義塾大学

31 堀部　聖太 明治大学 31 永野　菜津子 中央大学

32 森　大翔 明治大学 32 橋本　結 法政大学

33 柏崎　瑞仁 明治大学 33 神山　侑奈 関西学院大学

34 荒尾　尚之 北海道クラブ 34 高橋　風子 秋田市役所

35 松渕　真平 秋田クラブ 35 千葉　穂波 仙台城南高等学校

36 淡路　卓 仙台城南高等学校 36 安原　愛菜 群馬県立沼田女子高等学校

37 清原　崇史 宮城県気仙沼高等学校 37 吉澤　千恵 群馬県立沼田女子高等学校

38 渡部　侑磨 福島県立川俣高等学校 38 伊達　琴巳 埼玉栄高等学校

39 伊藤　大輝 上三川フェンシングクラブ 39 安達　悠 栃木県立宇都宮南高等学校

40 橋本　雄偉 立教新座高等学校 40 梅津　春香 安全自動車株式会社

41 庄司　光太朗 水戸葵陵高等学校 41 沼田　美咲 NEXUS FENCING CLUB

42 見目　宏介 水戸葵陵高等学校 42 久良知　美帆 城北信用金庫

43 ロレンツォーニ　ダビデ凌河 Golubitsky Fencing Center 43 貫井　由羅 法政大学第二高等学校

44 舩本　誠志郎 NEXUS FENCING CLUB 44 坂井　真子 NEXUS FENCING CLUB

45 新田　啓人 警視庁 45 長瀬　凛乃 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

46 大石　利樹 山九株式会社 46 清水　美伶 岐阜県立大垣南高等学校

47 冨田　優作 株式会社シロキ 47 村瀬　あかり はしまモア

48 阿部　悠吾 新潟クラブ 48 西岡　瞳 三田学園高等学校

49 保科　幸作 長野県伊那北高等学校 49 山田　ひなた 愛知工業大学名電高等学校

50 小池　悠太郎 長野県伊那北高等学校 50 高原　真央 福井クラブ

51 福田　亮介 岐阜県立大垣南高等学校 51 保科　幸那 箕輪中学校

52 高橋　橙生 岐阜県立大垣南高等学校 52 五味　恋菜 上伊那農業高等学校

53 金城　瞬人 岐阜県立大垣南高等学校 53 曽根　寿々佳 京都府立乙訓高等学校

54 小澤　将也 大垣共立銀行 54 竹山　夏芽 京都府立乙訓高等学校

55 松村　侑馬 和歌山クラブ 55 清水　菜乃 大山崎中学校

56 林　大翔 和歌山県立和歌山北高等学校 56 飛鷹　心那 愛媛県立三島高等学校

57 小野　凌駕 大阪読売千里クラブ 57 市ケ谷　奈々 高松北中学校

58 北村　賢史 京都クラブ 58 谷口　真麻 柳井学園高等学校

59 田中　遼大 鳥取ジュニアフェンシングクラブ 59 伊藤　杏 島根県立安来高等学校

60 椿　琉衣 島根県立安来高等学校 60 山田　愛佳 佐賀県立佐賀商業高等学校

61 石橋　臣都 香川県立高松北高等学校 61 永田　さつき 宮崎クラブ

62 阿南　一眞 香川県立高松北高等学校 62 川ノ上　可乃音 鹿児島高等学校

63 永松　勇太 大分県立別府翔青高等学校 63 吉松　公果 鹿児島県立鹿児島南高等学校

64 舩本　宗一郎 熊本クラブ

65 道脇　啓太 熊本クラブ

66 岡村　怜音 鹿児島県立鹿児島南高等学校

67 鎌田　晃成 鹿児島県立鹿児島南高等学校

男子フルーレ 女子フルーレ



氏名 所属先 氏名 所属先

1 加納　虹輝 日本航空 1 佐藤　希望 大垣共立銀行

2 山田　優 株式会社山一商事 2 原田　紗希 慶應義塾大学

3 見延　和靖 NEXUS FENCING CLUB 3 吉村　美穂 株式会社アイヴァン

4 古俣　聖 株式会社本間組 4 寺山　珠樹 日本大学

5 伊藤　心 (公財）佐賀県スポーツ協会 5 齋藤　華南 専修大学

6 中島　恒 慶應義塾大学 6 黒木　夢 株式会社タマディック

7 村山　健太郎 林テレンプ株式会社 7 鈴木　穂波 ネッツトヨタ静岡

8 浅海　聖哉 法政大学 8 成田　琉夏 専修大学

9 松本　龍 日本大学 9 吉松　琳果 株式会社光和

10 増田　陽人 新日本ウエックス株式会社 10 馬場　晴菜 天野エンザイム株式会社

11 山代屋　和史 愛知工業大学 11 吉田　ひなた 専修大学

12 濱中　雅也 愛知工業大学 12 西脇　有咲 専修大学

13 大﨑　練介 慶應義塾大学 13 蓮井　陽菜 早稲田大学

14 髙橋　未楽 慶應義塾大学 14 永井　杏奈 中京大学

15 坂藤　秀昌 慶應義塾大学 15 長井　朋佳 関西学院大学

16 森井　亮介 専修大学 16 倉田　美月 東京農業大学

17 菊池　正太郎 専修大学 17 山本　有沙 日本体育大学

18 大谷　謙介 専修大学 18 高橋　栄利佳 日本大学

19 伊藤　海之亮 専修大学 19 鶴岡　夏子 日本大学

20 金髙　大乘 早稲田大学 20 髙嶌　乙羽 日本大学

21 仙葉　遼輔 早稲田大学 21 鈴木　詩 法政大学

22 加藤　巨樹 日本体育大学 22 内山　澪 法政大学

23 藤原　大二朗 日本体育大学 23 明石　愛恵 法政大学

24 小段　拳人 日本大学 24 佐藤　琴美 明治大学

25 関原　麗允 日本大学 25 中村　優里 明治大学

26 平松　良規 日本大学 26 稲山　友梨 明治大学

27 唐澤　颯斗 日本大学 27 盧　承延 明治大学

28 木内　博哉 中央大学 28 小佐井　彩花 明治大学

29 武井　琉晟 中央大学 29 渡邊　紗都 立命館大学

30 鈴木　大陸 中央大学 30 湯田　夏音色 秋田市ジュニアフェンサーズ

31 杉岡　瑞基 法政大学 31 土井　彩葵 山形県立米沢東高等学校

32 安齋　一豪 法政大学 32 小笠原　彩乃 宮城クラブ

33 宮川　恒 同志社大学 33 山中　詩乃 自衛隊体育学校

34 大竹　諒 明治大学 34 梅村　華苗 自衛隊体育学校

35 山口　倫生 立命館大学 35 高塚　悠希子 MYフェンシングチーム

36 伊藤　煌二郎 秋田市ジュニアフェンサーズ 36 岡田　風花 ジュニアフェンシング大分

37 大津　陽平 福島クラブ 37 稲垣　まどか セントヨゼフ女子学園高等学校

38 小林　裕貴 Kasy 38 小野　瑞葵 埼玉栄高等学校

39 宇惠野　安次郎 青森県立黒石高等学校 39 須田　真衣 星槎国際高等学校川口

40 和田　知祥 仙台市立仙台高等学校 40 才藤　歩夢 株式会社マイナビ

41 坂本　圭右 自衛隊体育学校 41 中村　真琴 東京学芸大学附属国際中等教育学校

42 萩原　宏樹 上三川フェンシングクラブ 42 本間　美月 千葉県立松戸高等学校

43 出村　晃幸 栃木県立宇都宮中央高等学校 43 田村　優和 法政大学第二高等学校

44 山田　森太郎 水戸クラブ 44 古俣　潮里 株式会社本間組

45 中村　豪 千葉クラブ 45 高山　桐 富山県立富山北部高等学校

46 石井　崇明 総武FC 46 徳島　沙恵 福井クラブ

47 岡田　裕哉 さときんぐch 47 花木　実澪 静岡県立磐田南高等学校

48 安井　琥珀 法政大学第二高等学校 48 梶田　心深 岐阜県立羽島北高等学校

49 松本　諒 警視庁 49 堀尾　彩葉 岐阜県立揖斐高等学校

50 平野　良樹 新潟クラブ 50 西岡　瞳 三田学園高等学校

51 河西　駿介 長野クラブ 51 横井　七恵 大阪シティ信用金庫

52 西村　陽希 富山県立富山中部高等学校 52 太田　陽詩 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

53 メンドーザ　英輝 エスコラピオス学園海星高等学校 53 岸本　鈴 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

54 ウェディシンハ　ジュン 三重海星フェンシングクラブ 54 内田　樹里 島根クラブ

55 弓長　昇主 愛知工業大学名電高等学校 55 古賀　万結 岩国ジュニアフェンシングクラブ

56 小島　宗佑 岐阜県立大垣南高等学校 56 三好　知里 香川県立高松北高等学校

57 小坂　貞治 神戸クラブ 57 足立　悠 大分県立別府翔青高等学校

58 山本　翔磨 神戸クラブ 58 徳地　彩花 宮崎県立宮崎南高等学校

59 清胤　慶英 京都クラブ 59 森　美奈子 熊本クラブ

60 堀内　信吾 奈良クラブ

61 中本　尚志 山口県立岩国工業高等学校

62 下村　祐翔 山口県立岩国工業高等学校

63 松浦　碧也 愛媛クラブ

64 尾﨑　史龍 高知県立高知小津高等学校

65 齋藤　憲司 (公財）佐賀県スポーツ協会

66 古田　育男 株式会社中野建設

67 黒木　優 宮崎県立宮崎南高等学校

68 持田　彰久 大分県立情報科学高等学校

69 太田　健二 熊本クラブ

女子エペ男子エペ



氏名 所属先 氏名 所属先

1 吉田　健人 警視庁 1 高嶋　理紗 オリエンタル酵母工業株式会社

2 徳南　堅太 デロイトトーマツコンサルティング 2 江村　美咲 立飛ホールディングス

3 ストリーツ　海飛 鹿児島クラブ 3 福島　史帆実 株式会社セプテーニ・ホールディングス

4 星野　剣斗 NEXUS FENCING CLUB 4 尾﨑　世梨 法政大学

5 小久保　真旺 法政大学 5 小林　かなえ 三重クラブ

6 吉田　多聞 法政大学 6 田村　紀佳 旭興業株式会社

7 谷下　尚弥 日本体育大学 7 佐々木　陽菜 全日本空輸株式会社

8 津森　志道 法政大学 8 向江　彩伽 城北信用金庫

9 白井　寛夢 警視庁 9 佐野　佑衣 朝日大学

10 小久保　遥斗 中央大学 10 脇田　樹魅 沼津信用金庫

11 山田　海大 慶應義塾大学 11 益田　椎菜 中京大学

12 木下　秀信 慶應義塾大学 12 森　栞奈 中京大学

13 吉田　充希 同志社大学 13 吉備　麻里子 朝日大学

14 中力　亮 日本体育大学 14 下村　日奈子 朝日大学

15 永田　航 日本大学 15 山内　今日香 東京女子体育大学

16 杉本　隆大 日本大学 16 馬場　菜緒 東京女子体育大学

17 大北　唯斗 日本大学 17 石橋　幸貴 東京女子体育大学

18 武藤　祐哉 法政大学 18 加藤　怜 東京女子体育大学

19 水上　映斗 専修大学 19 小山　ゆい 東京女子体育大学

20 田中　智也 早稲田大学 20 原田　渉未 東京女子体育大学

21 石井　豪 早稲田大学 21 高橋　千里香 法政大学

22 森多　諒 早稲田大学 22 月野　敬子 法政大学

23 江村　凌平 中央大学 23 小山　美優 同志社大学

24 平田　悠翔 中央大学 24 玉利　華奈乃 日本体育大学

25 田内　稜大 中央大学 25 梅北　愛斐 日本大学

26 加藤　響 中央大学 26 菅野　桃子 日本大学

27 尾矢　陽太 中京大学 27 金子　優衣奈 日本大学

28 野中　開 朝日大学 28 石川　せと 日本大学

29 中島　哲雄 北海道クラブ 29 笹木　咲里 日本大学

30 齊藤　虎ノ介 青森県立黒石高等学校 30 菊地　心和 日本大学

31 工藤　未来翔 青森県立黒石高等学校 31 高橋　ひかり 日本大学

32 小野　有紀 仙台市立仙台高等学校 32 岡原　真琴 専修大学

33 大橋　亮介 上三川フェンシングクラブ 33 齋藤　有里 福島県立橘高等学校

34 河原　資起 立教新座高等学校 34 菅野　那月 福島県立橘高等学校

35 伊藤　羽舷 星槎国際高等学校川口 35 大島　愛実 埼玉栄高等学校

36 宮﨑　孝司郎 星槎国際高等学校川口 36 板橋　香菜子 SEISA

37 松永　健吾 警視庁 37 イ　サシャ　ユンス SEISA

38 今井　康友 警視庁 38 笹川　莉花 SEISA

39 清水　紀宏 株式会社サイサン（Gas One） 39 木村　毬乃 Maries co. 

57 山口　李世 法政大学第二高等学校 40 河野　真央 慶應義塾女子高等学校

40 大村　貴之 山梨クラブ 41 山崎　妃奈乃 渋谷教育学園幕張高等学校

41 小林　慧 新潟クラブ 42 小松　杏朱 千葉県立東葛飾高等学校

42 松渕　直希 長野クラブ 43 平林　七奈子 東京都立王子総合高等学校

43 張眞　龍太 福井クラブ 44 五味　恋菜 上伊那農業高等学校

44 渡邊　裕斗 岐阜クラブS 45 佐々木　千奈 福井県立武生商工高校

45 後藤　駿弥 大垣共立銀行 46 柴田　実侑 福井県立武生商工高校

46 大北　稜 岐阜県立羽島北高等学校 47 髙橋　ひなた はしまモア

47 柏木　慈理 三重海星フェンシングクラブ 48 金高　生幸 愛知工業大学名電高等学校

48 川島　光晴　 滋賀県フェンシング協会 49 岡田　彩良 加藤学園暁秀中学校・高等学校

49 水戸　ザヴィエルスカイ龍馬 カナディアンアカデミー 50 奥村　春香 岐阜県立大垣南高等学校

50 馬場　正浩 ノーリツ 51 武林　柚 和歌山県立和歌山東高等学校

51 山形　亮太郎 ノーリツ 52 岡部　凛香 同志社女子中学校・高等学校

52 張眞　邦彦 岡山クラブ 53 中道　怜 同志社女子中学校・高等学校

53 大阪　立 鳥取クラブ 54 北川　天 龍谷大学付属平安高等学校・中学校

54 近平　大和 新田高等学校 55 谷口　真麻 柳井学園高等学校

55 織田　優晴 新田高等学校 56 木村　結 山口クラブ

56 永田　崚 宮崎クラブ 57 後藤　千里 香川県立高松北高等学校

58 藤井　遙人 宮崎県立本庄高等学校 58 周藤　美月 新田高等学校

59 浜口　歩 長崎県立諫早商業高等学校 59 孫　櫻珊 福岡県フェンシング協会

60 吉良　友汰 NFC 60 雨田　由香 (公財）佐賀県スポーツ協会

61 古川　昊 鹿児島県立鹿児島南高等学校 61 後藤　碧衣 大分県立大分豊府高等学校

62 野元　麻央 鹿児島Jr.フェンサーズ

63 駒路　ひかる 鹿児島県立鹿児島南高等学校

男子サーブル 女子サーブル


