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No 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属

1 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 男 (アクラブ藤沢/専修大学)

2 久慈　大翔 ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ 男 (中京大中京高/パル西尾)

3 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 男 (中京大中京高/ビート守山)

4 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 男 (中京大中京高/名鉄SS岩倉)

5 本山　　空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ 男 (MGニッシン/天理高校)

6 筒井　大介 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 男 (NSP高知)

7 青木　陽佑 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 男 (新潟医福大職)

8 岩﨑　英朔 ｲﾜｻｷ ｴｲｻｸ 男 (ＳＡむつ)

9 綿貫　慶吾 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ 男 (ｽｳｨﾝあざみ)

10 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 男 (ＳＢＩ)

11 伊東　大稀 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 男 (大分雄城台高)

12 下野　将輝 ｼﾓﾉ ﾏｻｷ 男 (鹿児島情報高/ジェル鹿児島)

13 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 男 (鹿屋体育大/四日市SC)

14 河内　雄飛 ｺｳﾁ ﾕｳﾋ 男 (岐聖大)

15 関山　翔太 ｾｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男 (岐聖大)

16 富野　達也 ﾄﾐﾉ ﾀﾂﾔ 男 (岐聖大)

17 大我　耀平 ｵｵｶﾞ ﾖｳﾍｲ 男 (九州共立大)

18 奥田　開登 ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ 男 (九州共立大)

19 前田　信洋 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男 (九州共立大)

20 渡辺　汐音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 男 (熊本西高)

21 神鳥　　傑 ｶﾐﾄﾘ ｽｸﾞﾙ 男 (桑名工業)

22 渡辺　雅空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ 男 (福工大福井)

23 一宮　大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 男 (国士舘大)

24 梅村　　歩 ｳﾒﾑﾗ ｱﾕﾐ 男 (国士舘大)

25 寺田　尚紘 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 男 (コマＳＳ土岐)

26 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男 (自衛隊)

27 鷹野健太朗 ﾀｶﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 男 (至学館大)

28 大久保寛至 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾝｼﾞ 男 (湘南工大附)

29 成畑　凌雅 ﾅﾘﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ 男 (湘南工大附)

30 小野寺友祐 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 男 (スウィン東光)

31 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 男 (専修大)

32 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男 (専修大)

33 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男 (ダッシュ三条)

34 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 男 (タップ龍ヶ崎/霞ヶ浦)

35 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 男 (中越)

36 川向　弘晃 ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ 男 (同志社大学)

37 松原士勇諒 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｲﾏ 男 (豊川高)

38 若林　雅也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 男 (長野日大高)

39 花立　　悠 ﾊﾅﾀﾃ ﾕｳ 男 (名古屋高/豊田SS)

40 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 男 (名古屋高/JSS比良)

41 桑添　　陸 ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ 男 (新潟医福大)

42 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 男 (日本体育大)
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43 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 男 (日本体育大)

44 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 男 (日本体育大)

45 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 男 (日本大)

46 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 男 (日本文理)

47 大渕　　圭 ｵｵﾌﾁ ｹｲ 男 (日本文理)

48 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 男 (日本文理)

49 曽我　竜世 ｿｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 男 (日本文理)

50 桃井　　隼 ﾓﾓｲ ﾊﾔﾄ 男 (日本文理)

51 大西航志郎 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾛｳ 男 (ハッピー阿南)

52 道浦　雅弘 ﾐﾁｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 男 (パルワカヤマ)

53 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男 (パルワカヤマ)

54 濵野　　巧 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ 男 (千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC)

55 佐々木龍希 ｻｻｷ ﾘｭｳｷ 男 (飛龍高校)

56 山田　一貴 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男 (福井工業大)

57 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 男 (福井スポ協)

58 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 男 (マコトSC泉南)

59 仲家　槙吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ 男 (明治大)

60 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男 (桃山学院/初芝SS)

61 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 男 (桃山学院)

62 堂本　恭平 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 男 (山梨学院大)

63 皆川　吏玖 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｸ 男 (山梨学院大)

64 小玉　風護 ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｺﾞ 男 (ヨコハマＳＣ)

65 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男 (ヨコハマＳＣ/湘南工科大附)

66 浅野　貴臣 ｱｻﾉ ﾀｶｵﾐ 男 (立教大)

67 木住野将史 ｷｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 男 (立教大)

68 滝澤　健次 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 男 (立教大)

69 常陸　紫遠 ﾋﾀﾁ ｼｵﾝ 男 (レイＳＣ岡山)

70 島村　康佑 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 男 (中京大学)

71 柚木　　穣 ﾕｽﾞｷ　ｼﾞｮｳ 男 (中京大学)

72 西村　尚樹 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 男 (中京大学)

73 伊藤　　輝 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 男 (中京大学)

74 稲荷山 陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 男 (中京大学)

75 福島　美里 ﾌｸｼﾏ ﾐｻﾄ 女 (ATSC.YW)

76 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 女 (田園SS)

77 伊藤　芽花 ｲﾄｳ ﾒｲｶ 女 (いずみ能登川)

78 東　紗矢香 ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ 女 (JSSはびきの)

79 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 女 (MGニッシン)

80 坂野　菜優 ﾊﾞﾝﾉ ﾅﾕ 女 (愛み大瑞穂高/東邦SC)

81 守友　晃子 ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ 女 (ｽｳｨﾝみよし)

82 中井　花音 ﾅｶｲ ｶﾉﾝ 女 (愛知高)

83 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 女 (家島ＳＣ)

84 大石　優和 ｵｵｲｼ ﾕﾜ 女 (浦和商業)

85 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 女 (鹿児島情報高/Nb)

86 櫻井　美波 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾐ 女 (春日部共栄)
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87 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 女 (春日部共栄)

88 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 女 (近大クラブ)

89 高橋　美香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 女 (国士舘大)

90 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 女 (ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ)

91 大塲　妃優 ｵｵﾊﾞ ﾋｭｳ 女 (酒田光陵/酒田水泳教室)

92 髙山　理乃 ﾀｶﾔﾏ ﾘﾉ 女 (ジーラックSC)

93 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 女 (須磨学園高校)

94 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 女 (ｾﾝﾄﾗﾙ目黒/日本大学)

95 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 女 (ｾﾝﾄﾗﾙ目黒/明治大学)

96 山下　樹里 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾘ 女 (静岡商業)

97 横溝　夏実 ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ 女 (専修大)

98 東川　理紗 ﾄｶﾞﾜ ﾘｻ 女 (添上高校)

99 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 女 (ダッシュ三条)

100 三木ひかる ﾐｷ ﾋｶﾙ 女 (東海学園大)

101 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ 女 (十勝ＳＣ/帯広大谷)

102 加藤　花梨 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 女 (新潟医福大)

103 平野由里子 ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ 女 (新潟医福大)

104 山田　奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ 女 (新潟医福大)

105 柚木　　景 ﾕｽﾞｷ ｹｲ 女 (日大三島)

106 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ 女 (日本体育大)

107 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ 女 (日本体育大)

108 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 女 (日本体育大)

109 小林　里佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 女 (日本文理)

110 湯浅　詩音 ﾕｱｻ ｼｵﾝ 女 (ハッピー阿南)

111 久斗　奈々 ﾋｻﾄ ﾅﾅ 女 (姫路商/こうでら)

112 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 女 (枚方ＳＳ/太成学院大高)

113 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 女 (枚方ＳＳ/太成学院大高)

114 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女 (枚方ＳＳ)

115 桑幡　真弓 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 女 (福井スポ協)

116 江原　奈穂 ｴﾊﾗ ﾅﾎ 女 (御船高校)

117 大久保美沙 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ 女 (立教大)

118 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 女 (立教大)

119 甲斐渚奈葉 ｶｲ ﾅﾅﾊ 女 (レイＳＣ岡山)

120 椎名　桃子 ｼｲﾅ ﾓﾓｺ 女 (中京大学)

121 越川　由紀 ｺｼｶﾜ　ﾕｷ 女 (中京大学)
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