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英国ディベートチーム プロフィール UK Squad 2017 

一般社団法人 日本英語交流連盟 
The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

＜英国ディベートチーム＞ 

 

エド・マンシー Ed Mancey ウォーリック大学 

 

ブライトンのビジネスアナリスト。ウォーリック大学在学中は数学を専攻しており、大学のディベート

部に所属し部長も務めた。ディベーターとしては、全欧大学対抗ディベート選手権にて個人 6位に入賞、

その他ヨーロッパの大学対抗大会・無差別大会で優勝している。今年のイギリス全国大会では審査委員

長を務めた。ESU においては 5 年間メンターや審査員として貢献しており、小学校でのイギリス議会ア

ウトリーチ・プログラム、中学校でのディスカバー・ユア・ボイスやアークアカデミーの発展学習プロ

グラム、ディベートアカデミーのサマースクール、ベルギーとデンマークへの遠征などを行ってきた。 

 

サラ・オキーフ Sarah O’Keeffe オックスフォード大学 

 

ディベート歴 8年。高校時代には ESUメース（英国高校生大会）の準決勝進出や数々の大会での決勝ト

ーナメント進出を果たした。大学では、全欧大学対抗ディベート選手権を含む多くの大会で審査経験を

持ち、オックスフォード大学対抗大会、ケンブリッジ大学対抗大会を含む数多くの大会で優秀審査員に

入選している。ESU、レディー・マーガレット中学、ディベート・メイトにおいてディベートの指導を

行っており、昨年はディベート・メイトでの生徒が全国リーグと全国大会を制覇した。ロンドン青年ボ

ートクラブのコーチ、国際言語学オリンピックのイギリス代表、ボートのイギリス南東部代表、オック

スフォード大学グライダー部のキャプテンを務め、シティ・オブ・ロンドンの名誉市民である。最近オ

ックスフォード大学の法学部（スペイン法副専攻）を卒業した。鋭い議論家であり、趣味は旅行、言語

の勉強、ギターである。 

 

イーサン・シルバー Ethan Silver エジンバラ大学 

 

エジンバラ大学で認知科学哲学の修士課程に在籍している。スコットランドの 2017 年全国ディベート

大会で優勝、2016年のイングリッシュ・メース（英国大学生大会）でベスト 4、イギリス最大級の地方

大会のいくつかで決勝進出を果たしている。初心者から英国代表、10 歳から 40 歳まで幅広いレベルや

年齢層を対象にディベート教育をしてきた。ESU日本遠征を非常に楽しみにしている。 

 

マット・ヘーゼル Matt Hazell ケンブリッジ大学 

 

ケンブリッジ大学の獣医学部の学生。ディベーターとしては全欧大学対抗ディベート選手権や世界大学

対抗ディベート選手権でケンブリッジ大学の代表選手を務め、イギリスやヨーロッパで多くの賞を獲得

している。香港、パリ、インド、アメリカを始め世界中でディベートのコーチをしてきた。2016年、2017

年は ESU主催の国際パブリック・スピーチ大会の運営にも尽力した。愛犬家、テニス好き、マンチェス

ター・ユナイテッドのサポーターでもある。 
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UK Squad 2017 -- Team of Brilliant Debaters -- 

Hosted by the English-Speaking Union of Japan 

 

Ed Mancey  University of Warwick 

Ed Mancey is a business analyst in Brighton. While studying mathematics at the University of Warwick he 

joined and eventually became president of the university's debating society. As a competitive debater, he was 

the 6th best speaker at the European Championships, has won Inter-Varsity and Open competitions across 

Europe and was Chief Adjudicator at this year's English National Championships. He has worked as a mentor 

and judge for the ESU for the past five years. His ESU experience including primary school work with the 

Parliamentary Outreach programme, secondary school work with Discover Your Voice and the ARK Academies' 

Enrichment programme, the Debate Academy summer school as well as tours to Belgium and Denmark. 

 

Sarah O’Keeffe University of Oxford 

Sarah O’Keeffee has been debating for 8 years. At school, she reached the semi-finals of the ESU Mace 

and broke to finals of several competitions. At University, she has had a lot of experience judging, including at 

the European Universities Debating Championship. She has also broken as a judge at numerous competitions, 

including the Oxford and Cambridge IVs. She teaches debating for the ESU, Lady Margaret School and Debate 

Mate, with her Debate Mate students winning both the national league and the national cup last year. She also 

coaches rowing for London Youth Rowing. Sarah is a Freeman of the City of London, has represented the UK at 

the International Linguistics Olympiad, rowed for South East England, and Captained the Oxford University 

Gliding Club. She has just graduated in Law with Spanish Law from Oxford, is a keen mooter, and enjoys travel, 

learning languages and playing guitar. 

 

Ethan Silver  Edinburgh University 

Ethan Silver is currently studying for an MSc in the Philosophy of Cognitive Science at Edinburgh 

University. He is the 2017 Scottish Debating Champion, a Semi-Finalist of the English Mace 2016, and a Finalist 

of some of the largest regional competitions in the UK. Ethan has experience teaching debating at a wide range 

of levels, from beginners to national teams, and from ten year olds to forty year olds. He is looking forward to 

the ESU Japan Tour very much. 

 

 

Matt Hazell  University of Cambridge 

Matt Hazell is a Veterinary Medicine student at the University of Cambridge. As a debater, has 

represented Cambridge at the European and World Championships as well as winning numerous UK and 

European titles. He has coached across the world, from Hong Kong to Paris, India to the USA and everywhere 

in between. Matt has also helped to deliver the International Public Speaking Competition for the ESU in both 

2016 and 2017. Outside of debating, he is a fan of dogs, tennis and Manchester United. 

 


