
No. 性別 加盟団体 登録団体 所属名称 氏名 カナ氏名 学校 学年

1 男 01 01172 千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC 梅村　　歩 ｳﾒﾑﾗ ｱﾕﾐ 高校 3

2 男 03 03032 盛岡南高校 桑添　　陸 ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ 高校 3

3 男 11 11001 自衛隊 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 一般

4 男 11 11001 自衛隊 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 一般

5 男 11 11518 スウィン北本 皆川　吏玖 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｸ 高校 2

6 男 11 11628 ｽｳｨﾝみよし 中山　　瞬 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ 高校 2

7 男 12 12093 千葉明徳 上原　広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 高校 3

8 男 12 12780 朝日ネット 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 一般

9 男 13 13236 日大豊山 小林　孝輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 高校 2

10 男 13 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 大学 1

11 男 14 14507 林水泳教室 竹花　　丈 ﾀｹﾊﾅ ｼﾞｮｳ 高校 2

12 男 14 14513 アクラブ藤沢 宮澤　　青 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ 高校 3

13 男 14 14513 アクラブ藤沢 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 高校 2

14 男 14 14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大学 2

15 男 14 14631 ATSC.YW 中島颯太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 大学 1

16 男 16 16065 飯田 吉沢　裕貴 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高校 2

17 男 17 17208 日本文理 伊藤　　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ 高校 3

18 男 17 17510 ダッシュ新潟 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 大学 4

19 男 17 17589 ダッシュ新津 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高校 3

20 男 17 17616 新潟医福大職 青木　陽佑 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 一般

21 男 21 21018 飛龍高校 岡野　広治 ｵｶﾉ ｺｳｼﾞ 高校 3

22 男 22 22021 東邦高 富野　達也 ﾄﾐﾉ ﾀﾂﾔ 高校 2

23 男 22 22029 中京大中京高 久慈　大翔 ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ 高校 1

24 男 22 22308 豊川高 今北龍之介 ｲﾏｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 高校 3

25 男 26 26518 HOS OGURA 川向　弘晃 ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ 大学 2

26 男 27 27063 大体大浪商 豊田　　光 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾗ 高校 2

27 男 27 27088 桃山学院 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高校 1

28 男 27 27088 桃山学院 佐伯　一光 ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ 高校 1

29 男 27 27088 桃山学院 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高校 1

30 男 28 28309 姫路商 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ 高校 2

31 男 28 28602 市川高校 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高校 2

32 男 28 28613 村野工 田中　魁都 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 高校 2

33 男 28 28862 ＳＵＮ太子 榮　　将也 ｻｶｴ ﾏｻﾔ 高校 2

34 男 29 29209 MGニッシン 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 高校 2

35 男 30 30501 パルワカヤマ 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 高校 1
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36 男 33 33422 岡山県体協 三村　浩介 ﾐﾑﾗ ｺｳｽｹ 一般

37 男 38 38227 マコトSC双葉 西村　尚樹 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 高校 3

38 男 38 38227 マコトSC双葉 松浦　青波 ﾏﾂｳﾗ ｾｲﾊ 高校 2

39 男 46 46032 鹿児島情報高 宮下　環伍 ﾐﾔｼﾀ ｶﾝｺﾞ 高校 2

40 男 46 46843 鹿屋de大学院 鷲野　壮平 ﾜｼﾉ ｿｳﾍｲ 一般

41 男 48 48007 日本体育大 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 大学 3

42 男 48 48007 日本体育大 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 大学 2

43 男 48 48007 日本体育大 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 大学 2

44 男 48 48026 国士舘大 大村　航汰 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 大学 4

45 男 48 48026 国士舘大 阿久津照幸 ｱｸﾂ ﾃﾙﾕｷ 大学 4

46 男 48 48026 国士舘大 大和　　航 ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾙ 大学 1

47 男 48 48037 明治大 藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大学 2

48 男 48 48057 日本大 藤原　　慧 ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾄｲ 大学 3

49 男 48 48057 日本大 中島　大賀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 大学 1

50 男 48 48132 山梨学院大 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 大学 1

51 男 48 48132 山梨学院大 東瀬　賢志 ﾄｳｾ ｻﾄｼ 大学 1

52 男 48 48132 山梨学院大 成田　勝志 ﾅﾘﾀ ｶﾂｼ 大学 1

53 男 48 48132 山梨学院大 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 大学 1

54 男 49 49001 愛知学院大 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大学 4

55 男 49 49002 中京大 藤原　俊典 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ 大学 4

56 男 49 49002 中京大 松村　脩平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 大学 4

57 男 49 49002 中京大 中島　拓海 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ 大学 3

58 男 49 49002 中京大 島村健太郎 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大学 2

59 男 49 49002 中京大 島村　康佑 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 大学 1

60 男 49 49002 中京大 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 大学 1

61 男 49 49002 中京大 長沼　大輝 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 大学 1

62 男 49 49002 中京大 鈴木　開登 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 大学 1

63 男 49 49002 中京大 柚木　　穣 ﾕｽﾞｷ ｼﾞｮｳ 大学 1

64 男 49 49032 新潟医福大 太田　直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 大学 1

65 男 49 49035 岐聖大 石井　大貴 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 大学 4

66 男 52 52033 鹿屋体育大 岩下　幸平 ｲﾜｼﾀ ｺｳﾍｲ 大学 4
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67 女 03 03032 盛岡南高校 及川　美翔 ｵｲｶﾜ ﾐｶ 高校 2

68 女 08 08057 取手聖徳女子 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 高校 2

69 女 11 11105 春日部共栄 國藤　楓美 ｸﾆﾄｳ ﾌﾐ 高校 3

70 女 12 12157 西武台千葉 高川　　楓 ﾀｶｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 高校 2

71 女 13 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 大学 1

72 女 13 13801 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 一般

73 女 14 14537 JSS鶴見 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 一般

74 女 14 14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 巻山　実穂 ﾏｷﾔﾏ ﾐﾎ 大学 2

75 女 14 14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 安部　夏帆 ｱﾍﾞ ﾅﾂﾎ 大学 1

76 女 14 14631 ATSC.YW 岩永　美里 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ 一般

77 女 14 14644 相模原市水協 長谷川ほのか ﾊｾｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 高校 3

78 女 17 17043 長岡大手 工藤ななみ ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 高校 2

79 女 17 17558 ＡＣらんなん 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高校 2

80 女 19 19554 志賀町Ｂ＆Ｇ 日髙　雅子 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻｺ 高校 2

81 女 20 20101 福工大福井高 高見　雪月 ﾀｶﾐ ﾕﾂﾞｷ 高校 1

82 女 21 21001 日大三島 柚木　　景 ﾕｽﾞｷ ｹｲ 高校 1

83 女 22 22021 東邦高 平野由里子 ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ 高校 3

84 女 22 22308 豊川高 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 高校 1

85 女 27 27274 コスパ藤井寺 東　紗矢香 ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ 一般

86 女 28 28309 姫路商 濱田　　凜 ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ 高校 2

87 女 28 28924 家島ＳＣ 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 一般

88 女 29 29108 添上高校 西置　紗耶 ﾆｼｵｷ ｻﾔ 高校 3

89 女 29 29209 MGニッシン 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大学 3

90 女 30 30003 和歌山北高校 前芝　和佳 ﾏｴｼﾊﾞ ﾜｶ 高校 3

91 女 33 33002 ＯＳＫ岡山 三島　遥佳 ﾐｼﾏ ﾊﾙｶ 高校 3

92 女 48 48007 日本体育大 桑幡　真弓 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 大学 3

93 女 48 48007 日本体育大 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 大学 2

94 女 48 48026 国士舘大 高橋　美香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 大学 2

95 女 48 48026 国士舘大 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 大学 1

96 女 48 48132 山梨学院大 浅山　美貴 ｱｻﾔﾏ ﾐｷ 大学 4

97 女 48 48132 山梨学院大 谷川　　夢 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾒ 大学 1

98 女 48 48132 山梨学院大 林　もも香 ﾊﾔｼ ﾓﾓｶ 大学 1

99 女 49 49002 中京大 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 大学 2

100 女 49 49007 至学館大 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大学 4

101 女 49 49032 新潟医福大 伊藤　楓華 ｲﾄｳ ﾌｳｶ 大学 2

102 女 49 49032 新潟医福大 加藤　花梨 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 大学 1


