
種目 フルーレ エペ サーブル 種目 フルーレ エペ サーブル

コーチ 宮地　恭平 長谷川　雅也 西田　大地 助監督 仲田　知喜 川村　佳 平田　圭史郎

小西　貴之 薮　一輝 佐々木　優吏 長谷川　雅也 榎本　薫人 大木　 皓三郎 田代　一裕 仲田　知喜

前田　航希 濱中　雅也 宮地　恭平 コーチ 馬場　柊汰 高村　和樹 大木　 皓三郎

金森　冬馬 田中　佑汰 久保田　大治 浦　祥子 海老根　匠馬 若尾　将太 上村　悠馬

田所　龍弥 土井　崇愛 金森　冬馬 柴田　凌佑 平井　友陽

有吉　翔音 江上　大吾 伊東　英汰

山代屋　和史

コーチ 大石　渚晴 近藤　勇大 杉山　颯季 コーチ 瓜生　陽 市岡　拓也

梅田　妃里 土橋　和真 出口　栄久里 守口　一真 杉山　智哉 佐藤　光琉 蓮池　岳仁

阿部　陽馬 藤井　凌太 山﨑　中 高杉　有吾 飯田　涼吾

大塚　昂輝 相内　大地 園田　蓮 安井　康太郎 川田　崇暉

品川　聖也 佐藤　武揚 留場　智也 帯山　陸 平田　歩己

谷尾　愁斗 坂本　皓陽 野中　開 吉田　晃大 川﨑　琢矢

光永　翔 山口　元気 小幡　風雅 安藤　荘司

コーチ 内山　太智 コーチ 藤倉　類 小山　英礼 水野　智之

井上　航 今井　海斗 澤田　聡 竹村　連 井上　竜平 川村　隆友

浦川　佳之　 入交　太郎 永澤　宏紀 大﨑　練介 橋本　直樹

小津　貴慈 長谷山　泰紀 中島　恒 山本　健斗

堀本　達郎 西村　隆佑 秋本　祐輔 山田　海大

大矢　颯斗 新井　謙信 早田　拓海 山田　翔也

土肥　駿介 和田　大河 木下　秀信

若林　直希 齊藤　憲司 紺屋　雅輝 コーチ 根橋　大空 根橋　大空 江藤　和博

高木　大夢 伊藤　颯馬 水上　映斗 三浦　怜 江藤　和博 鈴木　孝明 岡部　佑斗

佐久間　朝陽 菊池　正太郎 北川　裕貴 菊池　隆太 菊池　隆太 岩井　昌太

石村　隆之介 前原　雄二 吉永　隆人 中村　健人 青木　友佑 中村　健人
メンドーザ　ミゲール 齋藤　平 菊池　正太郎

大野　瑞輝 森井　亮介

小貫　暁人 伊藤　海之亮

コーチ 石井　魁 田尻　航大 野村　涼 小向　辰旺

久保田　智晴 上野　優斗 野島　玲央 平田　佳史樹 尾矢　陽太

渡邊　優斗 冨田　優作 木内　博哉 江村　凌平 平野　賢人

古俣　聖 田辺　空我 武井　琉晟 小久保　遥斗 竹井　耀一

馬場　俊輔 鈴木　大陸 加藤　響

山口　改 藤澤　大知 加藤　颯人

吉弘　航平 力武　優斗

田中　皓太 コーチ 梶原　三厳

石川　大輝 福田　博之 澁谷　有亮

早坂　拓能 三浦　基輝

下河内　大輔 藤田　聖

波多野　瞭平
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愛知工業大学 青山学院大学

部長：石井　成美 監督：横井　浩治 部長：塩谷　直也 監督：佐藤　衞

朝日大学 関西学院大学

部長：杉島　正秋 監督：井上　裕二 部長：林　隆敏 監督：尾形　浩志

京都産業大学 慶応義塾大学

部長：大和　隆介 監督：岩田　純二 部長：桑原　武夫 監督：伊藤　彰彦

専修大学 拓殖大学

部長：上原　正博 監督：前畑　順一 部長：安富　雄平 監督：安倍　欣也

中央大学 中京大学

部長：工藤　裕子 監督：冨田　隆 部長：杢子　耕一 監督：尾矢　晃

東京大学

部長：木村　薫 監督：吉川　斉

東京農業大学

部長：数岡　孝幸 監督：髙橋　英一



種目 フルーレ エペ サーブル 種目 フルーレ エペ サーブル

コーチ 加藤　啓吾 加藤　雅望 青木　星也 コーチ 川﨑　陸 川﨑　陸

木島　妥子 田中　風舞 宮川　恒 成田　武永 川﨑　空 安　優人 安　優人

吉田　樹生 宿院　徳真 坪本　能幸 小野寺　健太 小野寺　健太

柏原　翔太 古橋　諒樹 吉田　充希 伊藤　天翔 伊藤　天翔

大野　潤平 西村　拓 田中　風舞

遠藤　恒樹

コーチ 小畑 英人 コーチ 橋爪　雄大 大津　陽平 吉川　元人

菅原 佑斗 飯塚　正大 坪　颯馬 杠　星哉 谷下　尚弥

青柳 雄大 京極　光志 小栗　理基 中力　亮

伊藤　謙伸 加藤　巨樹 京極　光志

佐野　航琉 永原　正大 三好　貫太

大矢　凌太郎 藤原　大二朗

鈴木　嵩晟

コーチ 松渕　真平 宇都木　勇輝 吉良　友汰 助監督 岩田　圭介 名倉　京佑 小田　隆介

佐藤　秀明 四元　澪 齊脇　拓海 柏木　慈理 敷根　裕一 北村　透海 浅海　正哉 山本　真太郎　

井川　晃暉 中島　直輝 杉本　隆大 コーチ 中村　太郎 安齋　一豪 吉田　多聞

井神　俊兵 平松　良規 清水　崇史 安藤　光平 仙波　響 佐藤　親之介 中村　太郎

菅谷　優斗　 伊藤　貴斗 永田　航 太田　拓輝 園田　啓斗 武藤　祐哉
勅使河原　明日架 小段　挙人 木村　友哉 西口　泰嵩 阿部　航大 須藤　嶺央

内ヶ崎　良磨 酒井　哉瑠 樋渡　怜大 林　祥蓮 浅海　聖哉 小久保　真旺

小野寺　利浩 成田　航也 毛利　凌乙 宮坂　武美 角坂　大陸 野根　良介

岡田　祐哉 柏崎　瑞仁 荒金　泰成 中﨑　駿太郎 石井　達哉

武田　仁 大西　ひかる 幡野　一貴 清水　淳弥 石井　和真

堀部　聖太 大竹　諒 石井　和真 清水　淳弥

森　大翔 石井　達哉 中﨑　駿太郎

野根　良介 角坂　大陸

コーチ 溝口　晴也 井上　誉聡 鷲尾　浩治 コーチ 小西　慧 中野　雄斗

吉田　真奈美 大竹　凛 中田　憲佑 岡崎　修斗 糖塚　賢史 笹山　実郷 服部　佑紀

西村　啓佑 高吉　大和 梅村　晃平 池戸　秀大 中西　研登

髙田　恭成 金尾　周平 髙田　恭成 辻村　銀太 金道　竜太

梅村　晃平 溝口　晴也 西村　啓佑 大后　秀明 杉山　雅治

井上　誉聡 大竹　凛 大竹　凛 山ノ内　謙 辻村　銀太

中田　憲佑 西村　啓佑 溝口　晴也

コーチ 川村　京太 増田　陽人 森多　諒

鬼澤　大真 ビューワーニック　ダグラス 金髙　大乘 田中　智也

安　雅人 藤澤　将匡 寺井　健人 ビューワーニック　ダグラス

弘瀬　智子 Jet　Ng 仙葉　遼輔 金髙　大乘

武山　達 金髙　大乘 藤澤　将匡 藤澤　将匡

森多　諒 Chow　ManLong 川村　京太

寺井　健人 川村　京太 Jet　Ng

部長：アレイ　ウィルソン 監督：佐藤　達

同志社大学

部長：新　茂之 監督：岩井　盛和
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東北学院大学

東北文化学園大学 日本体育大学

部長：須藤　諭 監督：齋藤　有 部長：依田　充代 監督：桐谷　乃宇奈

日本大学

明治大学

部長：青木　義男 監督：山崎　茂樹

部長：熊澤　善章 監督：長尾　康司

法政大学

立教大学

部長：伊藤　マモル 監督：下川　禎

部長：橋本　俊哉 監督：山下　耕平

早稲田大学

部長：矢口　徹也 監督：内田　敏朗

立命館大学 龍谷大学

部長：南野　泰義 監督：吉田　将士 部長：國重　裕 監督：木村　優


