
水球　区分　【a】

club 岡山水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

丹羽　湘太郎 ニワ　　　　ショウタロウ 6001

金岡　優知 カネオカ　　ヒロト 6002

黒明　虎玄 クロミョウ　コハル 6003

竹藤　胡虎 タケトウ　　コトラ 6004

阿部　宏祐 アベ　　　　コウスケ 6005

谷上　煌太郎 タニガミ　　コウタロウ 6006

山本　勘介 ヤマモト　　カンスケ 6007

吉村　空悟 ヨシムラ　　クウゴ 6008

萩原　孝成 ハギハラ　　コウセイ 6009

古市　悠帆 フルイチ　　ユウホ 6010

森上　洋大 モリガミ　　ヒロト 6011

逸見　光 ヘンミ　　　コウ 6012

橋岡　蓮 ハシオカ　　レン 6013

服部　新平 ハットリ　　シンペイ 6014

白川　福人 シラカワ　　フクト 6015

club 山口水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

長友　慶己 ナガトモ　ヤスキ 6016

若月　星輝 ワカツキ　ホシキ 6017

松田　啓叶 マツダ　ケイト 6018

河原　稜弥 カワハラ　リョウヤ 6019

村岡　侑弥 ムラオカ　ユウヤ 6020

坂東　璃子 バンドウ　リコ 6021

井上　皆 イノウエ　カイ 6022

濵川　愛斗 ハマカワ　マナト 6023

中嶋　元陽 ナカシマ　アサヒ 6024

三田　夢佳 サンダ　ユメカ 6025

大野　壱心 オオノ　イッシン 6026

勝木　那由多 カツキ　ナユタ 6027

毛利山　幹太 モリヤマ　カンタ 6028

松尾　太斗 マツオ　タイト 6029



水球　区分　【a】

club PISCINA静岡

氏名 フリガナ 選手番号

両角　琉成 モロズミ　リュウセイ 6030

金原　康太 キンパラ　コウタ 6031

寺田　慧斗 テラダ　ケイト 6032

神谷　竜之介 カミヤ　リュウノスケ 6033

熊谷　侑神 クマガヤ　ユウシン 6034

片山　脩麻 カタヤマ　シュウマ 6035

寺田　絢星 テラダ　ケンセイ 6036

井上　智貴 イノウ　エトモキ 6037

陳 有作 チェン　ユウサク 6038

竹原 裕 タケハラ　ユタカ 6039

中野 槇 ナカノ　シン 6040

鈴木　煌也 スズキ　コウヤ 6041

中田 陽 ナカダ　ハル 6042

本夛 巧実 ホンダ　タクミ 6043

大賀　碧生 オオガ　アオイ 6044

club 三重WPスターズ

氏名 フリガナ 選手番号

平山　颯人 ヒラヤマ　ハヤト 6045

星合　達郎 ホシアイ　タツロウ 6046

庄山　優 ショウヤマ　ユウ 6047

園田　晴大 ソノダ　セイタ 6048

岩本　昊姫 イワモト　コウキ 6049

柴田　　奏 シバタ　カナデ 6050

山本　凌太郎 ヤマモト　リョウタロウ 6051

岩本　爽甫 イワモト　ソウスケ 6052

長門　奏汰 ナガト　カナタ 6053

伊藤　絆夏 イトウ　キズナ 6054

伊藤　梁 イトウ　リョウ 6055

小坂　悠哩 コサカ　ユウリ 6056

湯浅　心晴 ユアサ　コウセイ 6057

金澤　拓夢 カナザワ　タクム 6058

秦野　僚悟 ハタノ　リョウゴ 6059



水球　区分　【a】

club 春野水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

田部　航麻 タベ　カズマ 6060

北岡　紀人 キタオカ　カズト 6061

岡村　渉吾 オカムラ　ショウゴ 6062

高石　樹 タカイシ　イツキ 6063

橋田　歩実 ハシダ　アユミ 6064

村田　陽生 ムラタ　ハルキ 6065

別府　詩音 ベフ　シオン 6066

岡村　咲希 オカムラ　サキ 6067

有藤　友作 アリトウ　ユウサク 6068

ローリー　仁愛 ローリー　ニナ 6069

club エス水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

大木　悠吉 オオキ　ユウキチ 6070

佐藤　彗夢 サトウ　スイム 6071

曽根　大成 ソネ　タイセイ 6072

南　　泰成 ミナミ　タイセイ 6073

稲垣　拓哉 イナガキ　タクヤ 6074

曽根 翔英 ソネ　ショウエイ 6075

山中　爽楽 ヤマナカ　ソラ 6076

西館 隆翔 ニシダテ　リュウト　 6077

布施　遥大 フセ　ハルト 6078

松本 璃海 マツモト　リノ 6079



水球　区分　【a】

club 長崎水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

堀　蔵之介 ホリ　クラノスケ 6080

磯部　太一 イソベ　ダイチ 6081

宮田　晟志 ミヤタ　セイジ 6082

永田　駿人 ナガタ　シュント 6083

中村　愛翔 ナカムラ　マナト 6084

梶原　大典 カジハラ　ヒロノリ 6085

岡　秀眞 オカ　シュウマ 6086

林田　湊 ハヤシダ　ソウ 6087

小浦　諒太郎 コウラ　リョウタロウ 6088

宮田　昊青 ミヤタ　アツシ 6089

荒木　悠之介 アラキ　ユウノスケ 6090

小浦　琥太郎 コウラ　コタロウ 6091

荒木　清之介 アラキ　セイノスケ 6092

中村　聡亮 ナカムラ　ソウスケ 6093

松尾　彩希 マツオ　サイキ 6094

club サンフラワースイミング宮崎

氏名 フリガナ 選手番号

村岡　正道 ムラオカ　マサミチ 6095

花井　翼 ハナイ　ツバサ 6096

本田　凱豊 ホンダ　カイト 6097

瀬口　奏太 セグチ　カナタ 6098

金澤　英慎 カナザワ　エイシン 6099

奥野　陽登 オクノ　ハルト 6100

竹野　貴心 タケノ　キシン 6101

本田　晶寛 ホンダ　アキヒロ 6102

鈴木　海斗 スズキ　カイト 6103



水球　区分　【a】

club 桜泳大川スイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

百﨑　暖 モモサキ　ダン 6104

大坪 友珠樹 オオツボ　ユズキ 6105

石原 淳之介 イシハラ　ジュンノスケ 6106

黒田 遼太朗 クロダ　リョウタロウ 6107

吉武　空輝 ヨシタケ　ハル 6108

鈴山　幸大 スズヤマ　コウダイ 6109

内田　龍仁 ウチダ　タツヒト 6110

淵　勇太 フチ　ユウタ 6111

井堀 結斗 イボリ　ユウト 6112

百﨑　絆 モモザキ　キズナ 6113

club 高知スイミングクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

川口　侑馬 カワグチ　ユウマ 6114

古田　悠臣 フルタ　ヒサオミ 6115

楠目　和夢 クズメ　ナゴム 6116

竹村　美憂 タケムラ　ミユ 6117

森岡　愛斗 モリオカ　アイト 6118

仙頭　真情 セントウ　ココロ 6119

和田　聖怜 ワダ　セレン 6120

弘田　遜凜 ヒロタ　ユズリ 6121

三宮　千宙 サンノミヤ　チヒロ 6122

坂本　千音 サカモト　ユキネ 6123

浅井　一真 アサイ　カズマ 6124

松本　佳大 マツモト　ケイタ 6125

野村　凛空 ノムラ　リク 6126

楠目　瞬永 クズメ　シュンエイ 6127

川口　瑛士 カワグチ　エイト 6128



水球　区分　【a】

club Willスポーツクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

佐々木　建琉 ササキ　タケル 6129

安保　勇志 アボ　ユウシ 6130

中林　春空 ナカバヤシ　ハク 6131

山崎　　唯 ヤマザキ　ユイ 6132

船橋　悠心 フナハシ　ユウシン 6133

豊嶋　優斗 トヨシマ　ユウト 6134

徳永　妃奈 トクナガ　ヒナ 6135

船橋　颯斗 フナハシ　ハヤト 6136

中林　千空 ナカバヤシ　セナ 6137

田村　陽菜 タムラ　ヒナ 6138

長門　郁樹 ナガト　フミナ 6139

長門　玄城 ナガトハルキ 6140

豊嶋　 旬 トヨシマ　シュン 6141

club エル・アテインスイミングスクール長浜

氏名 フリガナ 選手番号

上坂　飛嘉 コウザカ　アスカ 6142

桐畑　全 キリハタ　タモツ 6143

中村　暁人 ナカムラ　アキヒト 6144

山本　悠馬 ヤマモト　ユウマ 6145

森川　永遠 モリカワ　トワ 6146

中野　友貴 ナカノ　ユウキ 6147

世一　翔大 ヨイチ　ショウタ 6148

北川　慶大 キタガワ　ケイタ 6149

供田　晄 トモダ　コウ 6150

三輪　桃子 ミワ　モモコ 6151

打木　橙羽 ウチキ　トワ 6152

春日　翔真 カスガ　ショウマ 6153

山中　智敦 ヤマナカ　トモアツ 6154

世一　芽生 ヨイチ　メイ 6155

三輪　隆太 ミワ　リュウタ 6156



水球　区分　【a】

club カワサキスイミングクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

小又　昊 コマタ　ソラ 6157

太田　遥貴 オオタ　ハルキ 6158

杉山　蓮樹 スギヤマ　レンジュ 6159

濱田　芥隆 ハマダ　カイリュウ 6160

武田　琉大 タケダ　リュウタ 6161

吉田　怜敏 ヨシダ　レント 6162

高岡　大知 タカオカ　ダイチ 6163

小松　咲輝 コマツ　サキ 6164

岡田　燿 オカダ　テルマ 6165

矢邉　大誠 ヤナベ　タイセイ 6166

武田　慧大 タケダ　ケイタ 6167

中田　佳劫 ナカタ　ケイゴ 6168

宍戸　一真 シシド　カズマ 6169

club トリトン兵庫水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

尾上　黎真 オノウエ　レイマ 6170

有田　成琉 アリタ　セイル 6171

村上　稜久 ムラカミ　リク 6172

佐野　明 サノ　メイ 6173

村部　碧聡 ムラベ　アオト 6174

宗吉　聖矢 ムネヨシ　セイヤ 6175

白尾　嘉大 シラオ　ヨシヒロ 6176

原　桃太 ハラ　モモ 6177

奥田　雄太 オクダ　ユウタ 6178

村上　芽依 ムラカミ　メイ 6179

佐野　晴 サノ　テル 6180

住宮　行音 スミミヤ　イクト 6181



水球　区分　【a】

club ブルボンウォーターポロクラブ柏崎　U12

氏名 フリガナ 選手番号

藤井　尚仁 フジイ　ナオト 6182

田中　葵 タナカ　アオイ 6183

安澤　空暖 アンザワ　アノン 6184

中村　勇聖 ナカムラ　ユウセイ 6185

牧　聖琉 マキ　サトル 6186

佐藤　陽生 サトウ　ハルキ 6187

宇佐美　毅 ウサミ　ツヨシ 6188

竹内　俐人 タケウチ　リヒト 6189

阿部　悠乃介 アベ　ユウノスケ 6190

原園　悠杜 ハラゾノ　ユウト 6191

前野　大和 マエノ　ヤマト 6192

小笠原　優樹 オガサワラ　ユウキ 6193

三井田　大志 ミイダ　タイシ 6194

水野　航 ミズノ　ワタル 6195

club 京都踏水会水泳学園

氏名 フリガナ 選手番号

細川　貫志 ホソカワ　カンジ 6196

岡本　宝生 オカモト　ホウセイ 6197

酒井　悠伎 サカイ　ユウキ 6198

城之下　佳歩 シロノシタ　カホ 6199

長尾　風音 ナガオ　フウト 6200

廣瀬　櫻人 ヒロセ　オト 6201

東島　陽葵 ヒガシジマ　ハルキ 6202

藤原　嵩充 フジワラ　タカミツ 6203

本部　颯汰 ホンベ　ソウタ 6204

諸橋　光理 モロハシ　アカリ 6205

弓木　茉耶 ユミキ　マヤ 6206

安藤　麟児 アンドウ　リンジ 6207

山本　美凛 ヤマモト　ミリ 6208

城之下　大喜 シロノシタ　ヒロキ 6209

松村　菊之介 マツムラ　キクノスケ 6210



水球　区分　【a】

club 金沢ジュニア水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

米田　遼成 ヨネダ　リョウセイ 6211

亀口　瑚渚 カメグチ　コナ 6212

松原　怜央 マツバラ　レオ 6213

木村　博一 キムラ　ヒロカズ 6214

塩村　咲登 シオムラ　サキト 6215

松野　綾祐 マツノ　リョウスケ 6216

名倉　幹智 ナクラ　カンチ 6217

宿波　唯 シュクナミ　ユイ 6218

角尾　琉斗 ツノオ　ルイト 6219

松本　侑大 マツモト　ユウダイ 6220

北川　晴月 キタガワ　ハヅキ 6221

杉浦　未來 スギウラ　ミライ 6222

水浦　楽久 ミズウラ　ガク 6223

東平　瑚香 ヒガシヒラ　ココ 6224

鷹合　健 タカゴウ　タケル 6225

club 群馬ジュニア水球

氏名 フリガナ 選手番号

坂本　薫 サカモト　カオル 6226

小林　大河 コバヤシ　タイガ 6227

須川　桐也 スカワ　キリヤ 6228

齋藤　優輝 サイトウ　ユウキ 6229

深澤　陸之助 フカサワ　リクノスケ 6230

前田　敦也 マエダ　アツヤ 6231

椎名　啓五 シイナ　ケイゴ 6232

関口　快巧 セキグチ　カンタ 6233

平形　悠人 ヒラカタ　ユウト 6234

大嶋　宏季 オオシマ　ヒロキ 6235

須賀　蒼介 スガ　ソウスケ 6236

星　颯来 ホシ　ソラ 6237

富岡　颯大 トミオカ　ソウタ 6238

西川　晃矢 ニシカワ　コウヤ 6239

深澤　海士郎 フカワサ　カイシロウ 6240



水球　区分　【a】

club 原田学園スイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

坂口　竜一 サカグチ　ロイ 6241

簗瀬　亮冴 ヤナセ　リョウゴ 6242

有馬　健生 アリマ　ケンセイ 6243

坂元　漣 サカモト　レン 6244

平川　歓大 ヒラカワ　カンタ 6245

山田　悠聖 ヤマダ　ユウセイ 6246

藤本　恵太 フジモト　ケイタ 6247

宮内　瞭輔 ミヤウチ　リョウスケ 6248

前田　晃輝 マエダ　コウキ 6249

東福　暖慈 トウフク　ダンジ 6250

野中　舷浬 ノナカ　ゲンリ 6251

篠原　修平 シノハラ　シュウヘイ 6252

club 山形水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

佐藤　祐星 サトウ　ユウセイ 6253

大津　慶士 オオツ　ケイシ 6254

木嶋　悠翔 キシマ　ハルト 6255

後藤　竜ノ輔 ゴトウ　リュウノスケ 6256

松田　弦皇 マツダ　ゲンコウ 6257

庄司　裕飛 ショウジ　ユウヒ 6258

鈴木　蓮音 スズキ　レオン 6259

江口　セイラ エグチ　セイラ 6260

木嶋　翔琉 キシマ　カケル 6261

佐藤　芽生 サトウ　メイ 6262

江口　アンジュ エグチ　アンジュ 6263

木嶋　愛莉 キシマ　アイリ 6264



水球　区分　【a】

club 松任ジュニア水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

三谷　英輝 ミタニ　ヒデキ 6265

高森　来厘 タカモリ　キリン 6266

安田  采奈 ヤスダ　アヤナ 6267

前田　洸成 マエダ　コウセイ 6268

山本　　希 ヤマモト　ユウキ 6269

川本　拓真 カワモト　タクマ 6270

中村　橙滋 ナカムラ　トウジ 6271

畠山　桜來 ハタケヤマ　サクラ 6272

藤村　結香 フジムラ　ユイカ 6273

下田　茉阿 シモダ　マア 6274

club 千葉水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

湯浅　央望 ユアサ　ヒロム 6275

森川　翔 モリカワ　ショウ 6276

永野　裕想 ナガノ　ユウゾウ 6277

菱沼　悠佑 ヒシヌマ　ユウスケ 6278

染谷　仁稀 ソメヤ　ヒロキ 6279

小野　隆之介 オノ　リュウノスケ 6280

下村　心太郎 シモムラ　シンタロウ 6281

和田　将裕 ワダ　チヒロ 6282

古川　龍生 フルカワ　リュウ 6283

櫻井　智波 サクライ　チナミ 6284

宮越　遥斗 ミヤコシ　ハルト 6285



水球　区分　【a】

club 富山ウォーターポロクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

宮田 結翔 ミヤタ　ユイト 6286

中川 朔也 ナカガワ　サクヤ 6287

米田 竜将 ヨネダ　タツマサ 6288

原 暁音 ハラ　アキト 6289

今村 海斗 イマムラ　カイト 6290

小林 泰士 コバヤシ　ヒロト 6291

増山 恭太 マスヤマ　キョウタ 6292

山城 帆香 ヤマシロ　ホノカ 6293

下出 美紅 シモデ　ミク 6294

垣内　ららな カキウチ　ララナ 6295

田屋 壮真 タヤ　ソウマ 6296

唐木　洸丞 カラキ　コウスケ 6297

山口 晴久 ヤマグチ　ハルヒサ 6298

河上　碧志 カワカミ　アオシ 6299

増山 桜子 マスヤマ　サクラコ 6300

club 与野水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

永井　孝太郎 ナガイ　コウタロウ 6301

菊池　俊来 キクチ　シュラ 6302

高橋 佑斗 タカハシ　ユウト 6303

大井　陽貴 オオイ　ハルキ 6304

和田　惇希 ワダ　アツキ 6305

松原　知希 マツバラ　トモキ 6306

松澤　昌之介 マツザワ　ショウノスケ 6307

𠮷岡　駿 ヨシオカ　シュン 6308

及川　羚魁 オイカワ　レガン 6309

石澤　宙 イシザワ　ソラ 6310

久米本　悠里 クメモト　ユウリ 6311

新保　怜矢 シンボ　レイヤ 6312


