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No. 氏名 カナ 性別 距離 所属名称 所属名称カナ 学種 学年 年齢 第一区分 第二区分

1 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ 女子 7.5km 十勝ＳＣ ﾄｶﾁSC 高校 2 16 帯広大谷高等学校 十勝スイミングクラブ

2 濵野　　巧 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ 男子 10km 千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC ﾋﾞｰﾊﾞｰSC 高校 3 17 北海道千歳北陽高等学校 ビーバースイミングクラブ

3 石田　創也 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾔ 男子 5km 水戸桜ノ牧 ﾐﾄｻｸﾗﾉﾏｷ 高校 3 18 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 スポーツアカデミー水戸

4 綿貫　慶吾 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ 男子 10km ｽｳｨﾝあざみ SWｱｻﾞﾐ 高校 3 17 前橋育英高等学校 スウィンあざみスイミングスクール

5 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 女子 5km 春日部共栄 ｷｮｳｴｲ 高校 3 17 春日部共栄高等学校

6 谷口　紗英 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｴ 女子 5km 春日部共栄 ｷｮｳｴｲ 高校 2 17 春日部共栄高等学校

7 櫻井　美波 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾐ 女子 5km 春日部共栄 ｷｮｳｴｲ 高校 2 16 春日部共栄高等学校

8 小野寺友祐 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 男子 7.5km スウィン東光 ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 高校 2 16 川口市立高等学校 スウィン東光スイミングスクール

9 守友　晃子 ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ 女子 5km ｽｳｨﾝみよし SWﾐﾖｼ 中学 3 14 スウィンみよしスイミングスクール

10 緑川　瑠流 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾙﾙ 女子 7.5km 東川口SC ﾋｶﾞｼｶﾜSC 高校 2 16 武南高等学校 東川口スイミングセンター

11 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 女子 10km ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 ｾ･ﾒｸﾞﾛ 大学 3 20 明治大学 セントラルフィットネスクラブ目黒

12 宮澤　　青 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ 男子 10km アクラブ藤沢 AQLUB FJ 大学 2 20 専修大学 アクラブ藤沢

13 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 女子 10km 田園SS DEN-EN 一般 0 25 田園スイミングスクール

14 青木　陽佑 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 男子 10km 新潟医福大職 NUHW 一般 0 24 新潟医療福祉大学職員

15 笹原　隼人 ｻｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 5km 金沢工大 ｷﾝｺｳﾀﾞｲ 大学 2 19 金沢工業大学

16 桑幡　真弓 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 女子 10km 福井スポ協 ﾌｸｲｽﾎﾟｷｮ 一般 0 22 福井県スポーツ協会

17 平山　　桃 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓ 女子 5km ＫＬ春日井 KLｶｽｶﾞｲ 中学 2 13 ＫＬスポーツ春日井スイミングスクール

18 神鳥　　傑 ｶﾐﾄﾘ ｽｸﾞﾙ 男子 7.5km 桑名工業高 ｸﾜｺｳ 高校 1 16 三重県立桑名工業高等学校

19 寺田　貴洋 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 7.5km コマＳＳ土岐 ｺﾏSSﾄｷ 一般 0 37 コマスイミングスクール土岐

20 寺田　尚紘 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 男子 7.5km コマＳＳ土岐 ｺﾏSSﾄｷ 一般 0 34 コマスイミングスクール土岐

21 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女子 7.5km 同志社香里 ﾄﾞｳｼｼｬｺｳ 高校 3 17 同志社香里高等学校 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

22 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 10km 桃山学院 ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 3 17 桃山学院高等学校 初芝スイミングスクール

23 本江　騎吏 ﾎﾝｺﾞｳ ｷﾘ 男子 7.5km 桃山学院 ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2 16 桃山学院高等学校

24 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 5km 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 中学 3 14 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

25 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 女子 10km 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 高校 3 18 太成学院大学高等学校 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

26 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 5km 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 中学 3 14 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

27 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 女子 10km 近大クラブ ｷﾝﾀﾞｲｸﾗ 一般 0 24 近大クラブ

28 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 女子 7.5km 須磨学園高校 ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2 16 須磨学園高等学校

29 東川　理紗 ﾄｶﾞﾜ ﾘｻ 女子 7.5km 添上高校 ｿｴｶﾐｺｳｺｳ 高校 3 17 奈良県立添上高等学校

30 本山　　空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ 男子 5km MGニッシン MGﾆｯｼﾝ 高校 1 15 私立天理高等学校 ニッシンスイミングスクールマコト

31 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 女子 5km MGニッシン MGﾆｯｼﾝ 高校 1 15 私立天理高等学校 ニッシンスイミングスクールマコト

32 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 10km パルワカヤマ ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 高校 3 17 和歌山県立和歌山工業高等学校 パルポートワカヤマ

33 山王　　颯 ｻﾝｵｳ ﾊﾔﾃ 男子 5km 美作 ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高校 3 17 岡山県美作高等学校 ＳＴＹスイミングクラブ

34 溝口　直生 ﾐｿﾞｸﾁ ﾅｵﾀｶ 男子 5km セイカ川内 ｾｲｶｾﾝﾀﾞｲ 一般 0 34 セイカ川内

35 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ 女子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 3 20 日本体育大学
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36 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 女子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 1 19 日本体育大学

37 藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 10km 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 4 21 明治大学

38 千代　真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 男子 10km 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 3 20 明治大学

39 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 10km 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 4 21 専修大学

40 横溝　夏実 ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ 女子 5km 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 3 20 専修大学 グリーンウェーブ

41 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 男子 5km 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 3 20 日本大学

42 戸崎　　祐 ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ 男子 5km 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 3 20 日本大学

43 土田　省吾 ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 5km 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大学 4 21 国際武道大学

44 桑添　　陸 ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ 男子 10km 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 2 19 新潟医療福祉大学

45 加藤　花梨 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 10km 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 3 20 新潟医療福祉大学

46 平野由里子 ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ 女子 10km 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 2 19 新潟医療福祉大学

47 前芝　和佳 ﾏｴｼﾊﾞ ﾜｶ 女子 10km 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 2 19 新潟医療福祉大学

48 山田　奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ 女子 10km 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 1 18 新潟医療福祉大学

49 三木ひかる ﾐｷ ﾋｶﾙ 女子 5km 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1 18 東海学園大学

50 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 女子 10km ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ 一般 0 33 コナミスポーツ

51 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 女子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 4 22 日本体育大学

52 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 男子 10km 福井スポ協 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 一般 0 22 福井県スポーツ協会

53 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 男子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 4 22 日本体育大学

54 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 男子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 4 21 日本体育大学

55 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 男子 10km 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 2 20 日本体育大学

56 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 男子 10km ＳＢＩ ｴｽﾋﾞｰｱｲ 一般 0 28 ＳＢＩホールディングス株式会社


