フェンシング
Fencing
監督

敷根

裕一

（しきね ゆういち） 男
①1965年11月25日（51歳）
②鹿児島県 ③鹿児島県立鹿
児島南高校→法政大学
④（公社）日本フェンシング協
会 ⑧ナショナルコーチ
⑨JOC-NCA修了者
コーチ

青木

雄介

（あおき ゆうすけ） 男
①1973年6月15日
（44歳）
②東京都 ③私立日本学園高
校
（東京都） ④
（ 公 社 ）日 本
フェンシング協会 ⑧専任コ
ーチングディレクター（トッ
プアスリート担当） ⑨ JOCNCA修了者

コーチ

織田

智恵子

フェンシング

（おだ ちえこ） 女
①1976年8月15日
（41歳）
②宮城県 ③宮城県鼎が浦高
校→日本体育大学 ④
（公社）
日本フェンシング協会 ⑧専
任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）
⑨JOC-NCA修了者

コーチ

西田

祥吾

（にしだ しょうご） 男
①1982年11月27日（34歳）
②鹿児島 ③鹿児島県立鹿児
島南高校→法政大学 ④（公
社）日本フェンシング協会
⑩フェンシング指導員

コーチ

西垣

仁志

（にしがき ひとし） 男
①1967年11月13日（49歳）
②鳥取県 ③鳥取県立鳥取工
業高校→法政大学 ④（公財）
日本フェンシング協会 ⑩フ
ェンシング指導員

コーチ

長良

将司

（ながら まさし） 男
①1977年7月13日
（40歳）
②岐阜県 ③岐阜県立羽島北
高校→法政大学 ④
（公社）
日
本フェンシング協会 ⑧専任
コーチングディレクター（ト
ップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩フェ
ンシング上級コーチ
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

11名

10名

7名

28名

コーチ

リー

ウッチェ

男
①1965年2月20日
（52歳）
②大韓民国 ③弘益大学付属
高校
（大韓民国）
→韓国体育大
学 ④
（公社）
日本フェンシン
グ協会 ⑧専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリー
ト担当） ⑨JOC-NCA修了者

選手

松山

恭助

（まつやま きょうすけ） 男
（20歳）
①1996年12月19日
②東京都 ③台東区立駒形中
学校（東京都）→私立東亜学園
高校（東京都）→早稲田大学（3
年） ④早稲田大学 ⑤180㎝
⑥73㎏
選手

敷根

崇裕

（しきね たかひろ） 男
（19歳）
①1997年12月7日
②山梨県 ③北区立稲付中学
校（東京都）→私立東亜学園高
校（東京都）→法政大学（2年）
④法政大学 ⑤182㎝
⑥62㎏
選手

西藤

俊哉

（さいとう としや） 男
（20歳）
①1997年5月29日
②長野県 ③箕輪町立箕輪中
学校（長野県）→私立帝京高校
（東京都）→法政大学（2年）
④法政大学 ⑤178㎝
⑥72㎏
選手

野口

凌平

（のぐち りょうへい） 男
（21歳）
①1996年5月5日
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都）
→法政大学
（3年）
④法政大学 ⑤174㎝
⑥67㎏
選手

山田

優

（やまだ まさる） 男
（23歳）
①1994年6月14日
②三重県 ③鳥羽市立鳥羽東
中学校（三重県）→三重県立鳥
羽高校→日本大学 ④自衛隊
体育学校 ⑤184㎝
⑥73㎏

フェンシング
Fencing

選手

成田

選手

遼介

（なりた りょうすけ） 男
①1994年3月20日（23歳）
②岡山県 ③玉野市立八浜中
学校（岡山県）→岡山県立玉野
光南高校→日本大学 ④愛媛
県国体競技力向上対策本部
⑤183㎝ ⑥76㎏
選手

加納

村山

清水

ストリーツ

海飛

（ストリーツ かいと） 男
①1994年6月6日
（23歳）
②神奈川県 ③クリフォード
スクール
（アメリカ）
→セコイ
アハイスクール
（アメリカ）
→
ペンシルバニア州立大学
④鹿児島クラブ ⑤176 ㎝
⑥75㎏

花綸

鈴木

穂波

（すずき ほなみ） 女
（22歳）
①1994年11月1日
②静岡県 ③沼津市立第三中
学校（静岡県）→静岡県立沼津
西高校→日本大学 ④㈱てっ
ぺん ⑤163㎝ ⑥60㎏

選手

紀宏

（しみず のりひろ） 男
①1997年8月9日（20歳）
②長野県 ③箕輪町立箕輪中
学校（長野県）→私立帝京高校
（東京都）→日本大学（2年）
④日本大学 ⑤168㎝
⑥60㎏
選手

宮脇

（みやわき かりん） 女
（20歳）
①1997年2月14日
②東京都 ③私立東洋英和女
学院中学部（東京都）→私立慶
應義塾女子高校（東京都）→慶
應義塾大学（3年） ④慶應義
塾大学 ⑤160㎝ ⑥55㎏
選手

裕斗

（わたなべ ゆうと） 男
①1998年1月20日（19歳）
②岐阜県 ③輪之内町立輪之
内中学校（岐阜県）→岐阜県立
大垣南高校→中央大学（2年）
④中央大学 ⑤183㎝
⑥75㎏
選手

莉央

フェンシング

渡邊

東

（あずま りお） 女
（19歳）
①1998年7月27日
②和歌山県 ③和歌山市立紀
ノ川中学校（和歌山）→和歌山
県立和歌山北高校→日本体育
大学
（1年） ④日本体育大学
⑤158㎝ ⑥44㎏
選手

健太郎

（むらやま けんたろう） 男
①1998年3月11日（19歳）
②東京都 ③大田区立御園中
学校（東京都）→私立東亜学園
高 校（ 東 京 都 ）→ 法 政 大 学（2
年） ④法政大学 ⑤175㎝
⑥65㎏
選手

愛巳

選手

虹輝

（かのう こうき） 男
①1997年12月19日（19歳）
②愛知県 ③あま市立美和中
学校（愛知県）→山口県立岩国
工業高校→早稲田大学
（2年）
④早稲田大学 ⑤173㎝
⑥63㎏
選手

狩野

（かの みなみ） 女
（20歳）
①1996年11月27日
②宮城県 ③利府町立利府西
中学校（宮城県）→宮城県仙台
第三高校→早稲田大学
（3年）
④早稲田大学 ⑤162㎝
⑥58㎏

白石

絵里

（しらいし えり） 女
（22歳）
①1995年8月9日
②岩手県 ③奥州市立前沢中
学校（岩手県）→岩手県立一関
第二高校→日本大学（4年）
④日本大学 ⑤167 ㎝ ⑥61
㎏
選手

才藤

歩夢

（さいとう あゆむ） 女
（20歳）
①1996年9月14日
②東京都 ③私立川村中学校
（ 東 京 都 ）→ 私 立 埼 玉 栄 高 校
（埼玉県）
→早稲田大学
（3年）
④早稲田大学 ⑤167㎝
⑥48㎏
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フェンシング
Fencing

選手

福島

史帆実

（ふくしま しほみ） 女
①1995年6月19日（22歳）
②福岡県 ③宗像市立城山中
学校（福岡県）→福岡県立福岡
魁誠高校→法政大学（4年）
④法政大学 ⑤165㎝
⑥59㎏
選手

江村

美咲

（えむら みさき） 女
①1998年11月20日（18歳）
②大分県 ③板橋区立志村第
二中学校（東京都）→私立大原
学園高校（東京都）→中央大学
（1年） ④中央大学
⑤170㎝ ⑥56㎏
選手

向江

フェンシング

50

彩伽

（むかえ あやか） 女
①1998年4月28日（19歳）
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（東京都）→私立大原学園高
校（東京都）
→中央大学
（1年）
④中央大学 ⑤166㎝
⑥56㎏
選手

髙嶋

理紗

（たかしま りさ） 女
①1999年2月8日（18歳）
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都）→法政大学（1年）
④法政大学 ⑤163㎝
⑥55㎏
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