
種目 フルーレ エペ サーブル 種目 フルーレ エペ サーブル

監督 佐藤　衞 佐藤　衞 佐藤　衞 監督 春口　宗敬 春口　宗敬 春口　宗敬

仲田　知喜 川村　佳 平田　圭史郎 篠原　涼 鈴木　将二朗 篠原　涼

大木　 皓三郎 田代　一裕 仲田　知喜 鈴木　将二朗 神田　翔悟 服部　毅瑠

馬場　柊汰 高村　和樹 大木　 皓三郎 服部　毅瑠　 森尾　太一 森山　黎威

海老根　匠馬 若尾　将太 上村　悠馬 森尾　太一 細川　諒一朗 鈴木　将二朗

柴田　凌佑 平井　友陽 林　大智 森田　陸生 林　大智

監督 澤田　聡 入交　太郎 澤田　聡 監督 樺沢　暢之 樺沢　暢之

藤倉　類 小山　英礼 水野　智之 津田　定慶 津田　定慶

長谷山　泰紀 井上　竜平 山本　健斗 馬塲　汰夏良 馬塲　汰夏良

Julian　Gottsghalk 大﨑　練介 橋本　直樹 夏目　瑠伽 夏目　瑠伽

土肥　駿介 中島　恒 川村　隆友 岡澤　綜太 岡澤　綜太

水野　怜央名 早田　拓海 山田　海大

監督 監督 前畑　順一 前畑順一 前畑順一

陳　琛 宮本　舶 田中　敦啓 若林　直希 齊藤　憲司 紺屋　雅輝

木場　悠斗 陳　琛 山根　颯人 佐久間　朝陽　 菊池　正太郎 水上　映斗

福島　大輝 木場　悠斗 畠山　裕也 石村　隆之介 森井　亮介 北川　裕貴

宮本　舶 赤羽　諒太 宮本　舶 ﾒﾝﾄﾞｰｻﾞ　ﾐｹﾞｰﾙ 大谷　謙介 吉永　隆人

今川　恵吾 今川　恵吾 小貫　暁人 伊藤　海之亮 菊池　正太郎

監督 安部　欣也 安部　欣也 安部　欣也 監督 冨田  隆 冨田　隆 冨田　隆

根橋　大空 根橋　大空 江藤　和博 上野  優斗 田尻　航大 野村　涼

江藤　和博 菊池　隆太 岡部　佑斗 石井  魁 野島　玲央 小久保　遥斗

菊池　隆太 鈴木　孝明 岩井　昌太 冨田　優作 武井　琉晟 加藤　響

中村　健人 青木　友佑 中村　健人 馬場　俊輔 木内　博哉 加藤　颯人　

山口　改 鈴木　大陸 力武　優斗

監督 監督 髙橋　英一

結城　右京 中村　甚太 田中　皓太 梶原　三厳

早坂　拓能 光藤　遼 石川　大輝 澁谷　有亮

奥田　祐作 結城　右京 早坂　拓能 三浦　基輝

武田　隼弥 奥田　祐作 下河内　大輔 藤田　聖

田中　皓太 内田　賢拓 波多野　瞭平

選手

選手

東京農業大学

部長：数岡　孝幸 監督：髙橋英一

選手

選手 選手

部長：柴田　保之

拓殖大学

部長：安富　雄平 監督：安部　欣也

監督：伊藤　彰彦

部長：工藤　裕子 監督：冨田　隆

選手

部長：塩谷　直也 監督：佐藤　衞

部長：上原　正博 監督：前畑　順一

中央大学

選手

選手

部長：木村　薫 監督：吉川　斉

部長：福武　慎太郎 監督：日置　法男
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学習院大学

部長：遠藤　久夫 監督：春口　宗敬

青山学院大学

専修大学

選手

選手

東京大学

上智大学

國學院大学慶應義塾大学

監督：樺沢　暢之部長：桑原　武夫



種目 フルーレ エペ サーブル 種目 フルーレ エペ サーブル

監督 川﨑　空 川﨑　空 監督 齋藤　有

川﨑　陸 川﨑　陸 菅原　佑斗

安　優人 安　優人 小畑　英人

伊藤　天翔 伊藤　天翔 青柳　雄大

小野寺　健太

監督 佐藤 秀明 佐藤 秀明 佐藤 秀明 監督 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈 桐谷　乃宇奈

松渕 真平 宇都木 勇輝 吉良 友汰 橋爪　雄大 大津　陽平 谷下　尚弥

四元 澪 齊脇 拓海 杉本 隆大 坪　颯馬 杠　星哉 中力　亮

井川 晃暉 平松 良規 清水 崇史 京極　光志 加藤　巨樹 京極　光志

井神 俊浜 関原 麗允 永田 航 佐野　航琉 永原　正大 吉川　元人

勅使河原 明日架 松本 龍 樋渡 怜大 伊藤　謙伸 小栗　理基 三好　貫太

監督 敷根　裕一 敷根　裕一 荒井　俊樹 監督 長尾　康司 長尾　康司

岩田　圭介 名倉　京佑 山本　真太郎 成田　航也 毛利　凌乙

北村　透海 浅海　正哉 小田　隆介 柏崎　瑞仁 荒金　泰成

中村　太郎 安齋　一豪 吉田　多聞 大西　ひかる 幡野　一貴

林　祥蓮 園田　啓斗 武藤　佑哉 堀部　聖太 大竹　諒

西口　泰嵩 浅海　聖哉 小久保　真旺 森　大翔

監督 山下　耕平 山下　耕平 監督 内田　敏朗 内田　敏朗 内田　敏朗

角坂　大陸 野根　良介 川村　京太 増田　陽人 森多　諒

中﨑　駿太郎 石井　達哉 ﾋﾞｭｰﾜｰﾆｯｸ　ﾀﾞｸﾞﾗｽ 金髙　大乘 田中　智也

清水　淳弥 石井　和真 藤澤　将匡 寺井　健人 川村　京太

石井　和真 清水　淳弥 Jet　Ng 仙葉　遼輔 金髙　大乘

石井　達哉 中﨑　駿太郎 金髙　大乘 Chow　ManLong ﾋﾞｭｰﾜｰﾆｯｸ　ﾀﾞｸﾞﾗｽ

選手

選手

立教大学

部長：橋本　俊哉 監督：山下　耕平
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選手

選手

明治大学

部長：熊澤　喜章 監督：長尾　康司

選手

選手

部長：伊藤 マモル

日本体育大学

部長：依田　充代 監督：桐谷　乃宇奈

東北学院大学

部長：ｱﾚｲ　ｳｨﾙｿﾝ 監督：佐藤　達

法政大学

監督：齋藤　有

部長：青木 義男 監督：山崎 茂樹

選手

選手

部長：矢口　徹也 監督：内田　敏朗

早稲田大学

監督：下川 禎

部長：須藤　諭

日本大学

東北文化学園大学


