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＜英国ディベートチーム＞ 

 

ソフィア・ロドリゲス Sophia Rodriquez ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 

ソフィアは LSE (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス) 在学で、数学と経済学を学んでいる。

2014年から ESUに参加しディベートとパブリックスピーキングのコーチをしている他、LSEディベート

部の現役トレーニングコーチである。 

2013年から大学でディベートをはじめ、17回の優秀審査員、6回のディベーターとしての入賞を獲得

している。中でも、ESU ジョン・スミス・メモリアル・メイス・イングリッシュ・レッグのファイナリ

スト、オックスフォード大学大会やケンブリッジ大学大会での決勝トーナメント審査経験、オックスフ

ォード大学女性大会でのベスト 8という活躍は特筆すべきである。今年 8月には LSEを代表してヨーロ

ッパ大学ディベート選手権に出場した。 

 

ケーリー・ルートレッジ Caley Routledge バーミンガム大学 

 これまでの大学 3年間で、カーリーは 8回のディベーター入賞を果たし、バーミンガム大学ディベート部の副部

長と部長を務めた。 彼はイギリス内外におけるディベート教育に力を注いでおり、ヨーロッパ青年議会（ヨーロッ

パ中の若者に時事問題に関する議会式ディベートを普及させる教育プログラム）の一員として、過去 4年で 

20を越える講習を行ってきた。 イギリスでは ESUやディベートメイトのメンバーとして活動し、数多くの学校でデ

ィベート教育やディベートの審査を行ってきた。 ケーリーは英文学の学士過程を修了したところで、今後文学・

文化の修士課程に進む予定である。 

 

マーゲリット/デイジー・オーハン Marguerite/Daisy Ohan エクセター大学 

 デイジーはエクセター大学で 2 年間キャプテンを務めており、現在英語学士過程の最終学年である。インペリ

アル・ノービスのファイナリストになった他、1年生でありながらエクセター大学のスピーカー得点記録を更新し、 

2年目の平均スピーカー得点は常に学内トップであった。 エクスター・オープンでの優秀審査員、スクール・メイ

スの決勝審査員として活躍、また、エクスター・オープンの運営議長として大学始まって以来最高の成功を収め

た。現在は 1年以上 ESUでディベート教育、大会の審査を行っている。 

 

マット・ノック Matt Nock サリー大学 

 マットはサリー大学の生体医学科学専攻の 2 年生で、現在はハンガリーのデブレツェン大学でセリアック病の

研究を行っている。 サリー大学では ESUジョン・スミス・メモリアル・メイス・イングリッシュ・レッグに 2度、UCL大

学大会、SOASオープン等多くの大会に出場、あるいは審査を行ってきた。また、昨年はサリー大学のディベート

部部長を務めたほか、ESU ロンドン・ディベート・チャレンジでは予選・決勝の審査を行った。今年はサリー大学

が主催する初めての大会の運営議長も行った。 
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Sophia Rodriquez   London School of Economics 

Sophia Rodriguez is currently a student at the London School of Economics, reading Mathematics and 

Economics. She has been teaching debating and public speaking for the English-Speaking Union since 2014 

and is the current training officer for the London School of Economics Debating Society. 

Sophia has been debating at university since 2013 having accumulated 17 judge breaks and broken as a 

speaker 6 times. Her most notable achievements are being an ESU John Smith Memorial Mace English leg 

Finalist, judging the outrounds of the Oxford and Cambridge IVs and being a semi-finalist of Oxford Womens’. 

In August 2016, she will be representing the LSE at the European University Debating Championships. 

 

Caley Routledge   University of Birmingham 

In three years debating at University, Caley has had eight competitive speaking breaks, served as the 

University of Birmingham Debating Society's Vice-President and President, and coordinated the largest 

Inter-Varsity competition in the society's history. 

He’s also put a vast amount of time into teaching debating, both in the UK and internationally. As a 

member of the European Youth Parliament, an educational programme that brings young people together from 

across Europe to debate contemporary topics in a parliamentary setting, he has been selected for and taught 

at over 20 sessions across Europe in the past four years. 

In the UK he has worked with both the English-Speaking Union and the charity Debate Mate, teaching 

and judging at countless schools, as well as working as the latter charity's Regional Coordinator. He will also be 

teaching this summer at the ESU Debate Academy. 

Caley just finished an undergraduate degree in English Literature, and is looking ahead to an MA in 

Literature and Culture. 

 

Marguerite/Daisy Ohan   University of Exeter 

Daisy has been IV Captain of Debating at University of Exeter for two years. She is in the final year of her 

English degree. She was a finalist at the Imperial Novices competition, and broke the Exeter speaker point 

record in her first year. In her second year she maintained the highest average speaker points at her university.  

She was a breaking judge at the Exeter Open, and judged the final of the Schools Mace. She was the 

Convenor of the Exeter Open, the most profitable competition in the university's history. She has been teaching 

debating and judging competitions for the ESU for over a year. 

 

Matt Nock   University of Surrey 

Matt Nock is a 2nd Year Biomedical Science student at the University of Surrey, currently researching 

Coeliac Disease on placement at the University of Debrecen, Hungary.  

Matt has competed and judged at multiple debating competitions in his time at Surrey, including the 

ESU's own John Smith Memorial Mace - English Leg twice, as well as the UCL IV and SOAS Open to name a few. 

Matt has also judged at both the Regional and Grand Finals of the ESU's London Debate Challenge, as well as 

being the President of the Debating Society at Surrey last year. He has also convened Surrey’s first IV this year. 


