
大学名 名前 大学名 名前

1 慶應義塾大学 竹村　連 57 朝日大学 大塚　昴輝

2 慶應義塾大学 永澤　宏紀 58 朝日大学 品川　聖也

3 慶應義塾大学 藤倉　類 59 朝日大学 谷尾　愁斗

4 慶應義塾大学 西村　隆佑 60 朝日大学 光永　翔

5 慶應義塾大学 長谷山　泰記 61 関西学院大学 瓜生　陽

6 慶應義塾大学 新井　謙信 62 関西学院大学 安井　康太郎

7 慶應義塾大学 佐藤　謙太郎 63 関西学院大学 佐藤　光琉

8 慶應義塾大学 Julian　Gottsghalk 64 関西学院大学 高杉　有吾

9 慶應義塾大学 土肥　駿介 65 関西学院大学 吉田　晃大

10 慶應義塾大学 藤原　唯月 66 学習院大学 篠原　涼

11 慶應義塾大学 山本　裕太郎 67 学習院大学 服部　毅瑠

12 慶應義塾大学 水野　怜央名 68 明治大学 成田　航也

13 慶應義塾大学 桐谷　駿輔 69 明治大学 柏崎　瑞仁

14 立命館大学 溝口　晴也 70 明治大学 大西　ひかる

15 立命館大学 大竹　凛 71 明治大学 大竹　諒

16 立命館大学 西村　啓佑 72 明治大学 堀部　聖太

17 立命館大学 梅村　晃平 73 明治大学 森　大翔

18 立命館大学 髙田　恭成 74 愛知工業大学 宮地　恭平

19 RITZ FENCING ACADEMY 薗田　嶺太 75 愛知工業大学 薮　一輝

20 東京大学 早坂拓能 76 愛知工業大学 田所　龍弥

21 東京大学 奥田祐作 77 愛知工業大学 前田　航希

22 法政大学 岩田　圭介 78 愛知工業大学 山家　大輝

23 法政大学 北村　透海 79 愛知工業大学 井原　佑介

24 法政大学 中村　太郎 80 専修大学 若林　直希

25 法政大学 村上　拳 81 専修大学 高木　大夢

26 法政大学 北村　創拓 82 専修大学 佐久間　朝陽

27 法政大学 仙波　響 83 専修大学 石村　隆之介

28 法政大学 太田　拓輝 84 専修大学 大野　瑞輝

29 法政大学 島内　遥大 85 専修大学 メンドーザ　ミゲール

30 法政大学 西口　泰崇 86 専修大学 猪狩　つばさ

31 法政大学 林　祥蓮 87 専修大学 小貫　暁人

32 中央大学 石井　魁 88 東北学院大学 川﨑　陸

33 中央大学 上野　優斗 89 東北学院大学 安　優人

34 中央大学 冨田　優作 90 日本体育大学 橋爪　雄大

35 中央大学 田辺　空我 91 日本体育大学 笠原　慎太郎

36 中央大学 馬場　俊輔 92 日本体育大学 京極　光志

37 中央大学 吉弘　航平 93 日本体育大学 坪　颯馬

38 中央大学 山口　改 94 日本体育大学 伊藤謙伸

39 日本大学 松渕　真平 95 日本体育大学 大矢凌太郎

40 日本大学 四元　澪 96 日本体育大学 佐野航琉

41 日本大学 井川　晃暉 97 日本体育大学 鈴木嵩晟

42 日本大学 金築　元喜 98 日本体育大学 三好貫太

43 日本大学 海老原　樹 99 同志社大学 加藤　啓吾

44 日本大学 井神　俊兵 100 同志社大学 田中　風舞

45 日本大学 神宮司　真矢 101 同志社大学 柏原　翔太

46 日本大学 稲垣　恵人 102 早稲田大学 川村　京太

47 日本大学 宮崎　泰我 103 早稲田大学 JET NG

48 日本大学 菅谷　優斗 104 早稲田大学 藤澤　将匡

49 日本大学 長沼　偉穏 105 青山学院大学 仲田 知喜

50 日本大学 小崎　一磨 106 青山学院大学 大木  皓三郎

51 日本大学 内ケ崎　良磨 107 青山学院大学 馬場　柊汰

52 日本大学 岸川　拓夢 108 拓殖大学 根橋　大空

53 日本大学 勅使河原　明日架 109 拓殖大学 中村　健人

54 朝日大学 土橋　和真 110 拓殖大学 菊池　隆太

55 朝日大学 高津　碧 111 拓殖大学 江藤　和博

56 朝日大学 阿部　陽馬 計 111名

No
男子フルーレ

4月17日（土）出場者名簿

No
男子フルーレ


