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男子選手 女子選手 役  員 合  計

10名 9名 6名 25名

監督
岡﨑  直人
（おかざき  なおと）　男
①昭和44年7月2日（41歳）
②神奈川県　③高島高校（東
京都）→中央大学　④警視庁

トレーナー
近藤  義昭
（こんどう  よしあき）　男
①昭和49年1月6日（36歳）
②東京都　③埼玉栄高校（埼
玉県）→日本体育大学　④治
療室ワイズ

コーチ
マツェイチュク  オレグ
（マツェイチュク  オレグ）　男
①昭和47年3月8日（38歳）
②ウクライナ　③ウクライナ
体育大学　④㈳日本フェンシ
ング協会　⑦専任コーチング
ディレクタートップアスリー
ト担当

コーチ
マグロ  アンドレア
（マグロ  アンドレア）　男
①昭和36年11月23日（48歳）
②イタリア　③ラジオ　④㈳
日本フェンシング協会　⑦専
任コーチングディレクタート
ップアスリート担当

コーチ
ゴルバチュク  オレクサンダー
（ゴルバチュク  オレクサンダー）　男
①昭和47年10月11日（38歳）
②ウクライナ　③ペタゴジカ
ル大学　④㈳日本フェンシン
グ協会　⑦アシスタントナシ
ョナルコーチ

コーチ
ルカシェンコ  ヴォロディミル
（ルカシェンコ  ヴォロディミル）　男
①昭和55年2月14日（30歳）
②ウクライナ　③ウクライナ
体育大学　④㈳日本フェンシ
ング協会　⑦アシスタントナ
ショナルコーチ

選手
太田  雄貴
（おおた  ゆうき）　男
①昭和60年11月25日（24歳）
②滋賀県　③平安中学校（京
都府）→平安高校（京都府）→
同志社大学　④森永製菓㈱
⑤171cm　⑥70kg

選手
千田  健太
（ちだ  けんた）　男
①昭和60年8月2日（25歳）
②宮城県　③松岩中学校（宮
城県）→気仙沼高校（宮城県）
→中央大学　④NEXUS㈱　　
⑤170cm　⑥70kg

選手
淡路  卓
（あわじ  すぐる）　男
①平成元年7月26日（21歳）
②宮城県　③蒲町中学校（宮
城県）→東北工業大学高校（宮
城県）→日本大学（3年）　④日
本大学　⑤174cm　⑥67kg

選手
福田  佑輔
（ふくだ  ゆうすけ）　男
①昭和56年12月26日（28歳）
②東京都　③真光寺中学校（東
京都）→東亜学園高校（東京都）
→専修大学　④警視庁
⑤174cm　⑥69kg

選手
山本  幸治
（やまもと  こうじ）　男
①昭和55年9月7日（30歳）
②福井県　③池田中学校（福
井県）→武生商業高校（福井県）
→専修大学　④警視庁
⑤170cm　⑥69kg

選手
小川  聡
（おがわ  さとし）　男
①昭和58年5月27日（27歳）
②東京都　③小平第二中学校
（東京都）→埼玉栄高校（東京      
都）→法政大学　④NEXUS㈱
⑤178cm　⑥65kg
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選手
工藤  伸也
（くどう  しんや）　男
①昭和61年11月27日（23歳）
②秋田県　③合川中学校（秋
田県）→合川高校（秋田県）→
中央大学　④NEXUS㈱
⑤181cm　⑥75kg

選手
西田  祥吾
（にしだ  しょうご）　男
①昭和57年11月27日（27歳）
②鹿児島県　③谷山中学校（鹿
児島県）→鹿児島南高校（鹿児
島県）→法政大学　④NEXUS
㈱　⑤173cm　⑥69kg

選手
坂本  圭右
（さかもと  けいすけ）　男
①昭和59年2月2日（26歳）
②茨城県　③水戸市立第二中
学校（茨城県）→緑岡高校（茨
城県）→中央大学　④NEXUS
㈱　⑤178cm　⑥67kg

選手
見延  和靖
（みのべ  かずやす）　男
①昭和62年7月15日（23歳）
②福井県　③越前市南越中学
校（福井県）→武生商業高校（福
井県）→法政大学　④NEXUS
㈱　⑤177cm　⑥72kg

選手
中山  セイラ
（なかやま  セイラ）　女
①昭和58年11月22日（26歳）
②愛知県　③布袋中学校（愛
知県）→中京女子附属高校（愛
知県）→朝日大学　④大垣共
立銀行　⑤171cm　⑥63kg

選手
荻根澤  千鶴
（おぎねざわ  ちづる）　女
①昭和61年12月22日（23歳）
②埼玉県　③蓮田中学校（埼
玉県）→埼玉栄高校（埼玉県）
→日本大学→日本大学大学院
（2年）　④日本大学大学院
⑤167cm　⑥61kg

選手
濱田  真帆
（はまだ  まほ）　女
①昭和63年2月26日（22歳）
②高知県　③城東中学校（高
知県）→高知商業高校（高知県）
→中京大学　④カシワバラコ
ーポレーション　⑤161cm　
⑥53kg

選手
中野  希望
（なかの  のぞみ）　女
①昭和61年7月3日（24歳）
②福井県　③越前市武生第三
中学校（福井県）→武生商業高
校（福井県）→日本体育大学　
④大垣共立銀行　⑤173cm　
⑥60kg

選手
池田  めぐみ
（いけだ  めぐみ）　女
①昭和54年8月1日（31歳）
②山形県　③赤湯中学校（山
形県）→米沢興譲館高校（山形
県）→東京女子体育大学→筑
波大学大学院　④山形県体育
協会　⑤168cm　⑥63kg

選手
下大川  綾華
（しもおおかわ  あやか）　女
①昭和63年4月28日（22歳）
②鹿児島県　③和田中学校（鹿
児島県）→鹿児島南高校（鹿児
島県）→日本体育大学（4年）　
④日本体育大学　⑤162cm　
⑥59kg

選手
池端  花奈恵
（いけはた  かなえ）　女
①昭和57年12月10日（27歳）
②長野県　③箕面市立第四中
学校（大阪府）→梅花高校（大
阪府）→同志社大学　④乙訓
高校　⑤162cm　⑥57kg

選手
西岡  詩穂
（にしおか  しほ）　女
①平成元年2月23日（21歳）
②和歌山県　③楠見中学校（和
歌山県）→和歌山北高校（和歌
山県）→日本女子体育大学（4     
年）　④日本女子体育大学
⑤169cm　⑥60kg
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選手
吉澤  千恵
（よしざわ  ちえ）　女
①昭和59年9月20日（26歳）
②群馬県　③昭和中学校（群
馬県）→沼田女子高校（群馬県）
→早稲田大学　④利根商業高
校　⑤160cm　⑥50kg




