
水球　区分　【b】

club 山口水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

小畠　潤也 コバタケ　ジュンヤ 6313

福田　秀真 フクダ　シュウマ 6314

岡本　義ノ介 オカモト　ヨシノスケ 6315

伊藤　聡真 イトウ　ソウマ 6316

安村　快 ヤスムラ　カイ 6317

三田　智輝 サンタ　トモキ 6318

河原　悠斗 カワハラ　ユウト 6319

水田　颯人 ミズタ　ハヤト 6320

野上　海里 ノガミ　カイリ 6321

深山　碧空 ミヤマ　トア 6322

酒巻　成 サカマキ　　ナル 6323

清原　一真 キヨハラ　カズマ 6324

結城　慶士朗 ユウキ　キョウシロウ 6325

濱川　侑誠 ハマカワ　ユウセイ 6326

club 鳥取水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

川田　勇人 カワタ　ユウト 6327

北中　佑介 キタナカ　ユウスケ 6328

植村　陽 ウエムラ　ハル 6329

磯江　裕行 イソエ　ヒロユキ 6330

田中　海斗 タナカ　カイト 6331

山根　良太 ヤマネ　リョウタ 6332

西垣　瑠星 ニシガキ　リュウセイ 6333

谷尾　空大 タニオ　ソラ 6334

谷岡　　真 タニオカ　シン 6335

川田　勇介 カワタ　ユウスケ 6336

川原　大和 カワハラ　ヤマト 6337

影井　仁 カゲイ　ジン 6338

山根　宏太 ヤマネ　コウタ 6339

福島　彰真 フクシマ　ショウマ 6340

高田　零央 タカタ　レオ 6341



水球　区分　【b】

club 明治大学付属中野中学校

氏名 フリガナ 選手番号

横山　洸太 ヨコヤマ　コウタ 6342

韓　　承豪 ハン　スンホ 6343

筒井　将登 ツツイ　マサト 6344

梅田　凌汰 ウメダ　リョウタ 6345

宇津野 貴大 ウツノ　タカヒロ 6346

久保　有輝 クボ　ユウキ 6347

廣瀬　智哉 ヒロセ　トモヤ 6348

近藤　春旗 コンドウ　ハルキ 6349

鈴木　義啓 スズキ　ヨシヒロ 6350

大河内 秀哉 オオコウチ　シュウヤ 6351

川嶋  大介 カワシマ　ダイスケ 6352

石川  博翔 イシカワ　ヒロト 6353

永野  冬惺 ナガノ　トウセイ 6354

岩田  英佑 イワタ　エイスケ 6355

鬼頭　和暉 キトウ　カズキ 6356

club PISCINA静岡

氏名 フリガナ 選手番号

宮崎　泰樹 ミヤザキ　タイキ 6357

加藤　旺道 カトウ　アキミチ 6358

荒木　大河 アラキ　タイガ 6359

中島　大成 ナカジマ　タイセイ 6360

冨永　尚 トミナガ　ツカサ 6361

細井　椋太 ホソイ　リョウタ 6362

寺田　稜達 テラダ　リョウタツ 6363

鈴木　来音 スズキ　ライ 6364

内藤　宙 ナイトウ　ソラ 6365

大賀　優生 オオガ　ユウセイ 6366

本夛　英二 ホンダ　エイジ 6367

斉藤　大朗 サイトウ　タロウ 6368

大神　幸真 オオガミ　コウシン 6369

鈴木　瑛吾 スズキ　エイゴ 6370

今利　真心人 イマリ　マコト 6371



水球　区分　【b】

club 三重ＷＰスターズ

氏名 フリガナ 選手番号

加納　凪人 カノウ　ナギト 6372

城　　公耀 ジョウ　コウヨウ 6373

渋谷　天斗 シブヤ　タカト 6374

山田　舶隼 ヤマダ　ハクト 6375

小林　颯汰　 コバヤシ　ソウタ 6376

佐藤　歩睦 サトウ　アユム 6377

森　　健心 モリ　ケンシン 6378

佐々木　蒼太 ササキ　ソウタ 6379

門脇　唯聖 カドワキ　イッセイ 6380

星合　眞秀 ホシアイ　マサヒデ 6381

園田　晶悟 ソノダ　ショウゴ 6382

池田　昂生 イケダ　コウセイ 6383

前川　光翼 マエガワ　コウスケ 6384

道上　碧飛 ミチガミ　アオト 6385

club 高知倶楽部

氏名 フリガナ 選手番号

三谷　真矢 ミタニ　シンヤ 6386

田中　尚志 タナカ　ナオユキ 6387

山脇　広夢 ヤマワキ　ヒロム 6388

小谷　凛斗 オダニ　リント 6389

島田　祥輔 シマダ　ショウスケ 6390

篠川　浩貴 シノカワ　コウキ 6391

ローリー　隼 ローリー　ジュン 6392

藤澤　流晴 フジサワ　リュウセイ 6393

小川　勇大 オガワ　ユウダイ 6394

川島　京也 カワシマ　キョウヤ 6395

橋田　拓巳 ハシダ　タクミ 6396

田部　有麻 タベ　ユウマ 6397

松本　昂大 マツモト　コウタ 6398



水球　区分　【b】

club サンフラワースイミング宮崎

氏名 フリガナ 選手番号

吉村　輝寛 ヨシムラ　テルノブ 6399

大谷　倫暉 オオタニ　リンキ 6400

梅原　幸太郎 ウメハラ　コウタロウ 6401

外山　周 トヤマ　イタル 6402

本田　陽督 ホンダ　ヨウスケ 6403

三隅　源志 ミスミ　ゲンシ 6404

鈴木　隼斗 スズキ　ハヤト 6405

瀬口　大空 セグチ　ソラ 6406

興梠　捷太 コウロギ　ショウタ 6407

花井　優太 ハナイ　ユウタ 6408

club 沖縄フリッパーズ

氏名 フリガナ 選手番号

大城　心虎 オオシロ　コトラ 6409

中井　輝 ナカイ　テル 6410

中林　昭栄 ナカバヤシ　ショウエイ 6411

新里　治樹 シンザト　ハルキ 6412

森　一翔 モリ　カズト 6413

仲本　幸之進 ナカモト　ユキノシン 6414

山城　晴基 ヤマシロ　ハルキ 6415

田島　佑真 タジマ　ユウマ 6416

運天　優和    ウンテン　ユウワ 6417

マラカンキー　亜希良 マラカンキー　アキラ 6418

玉城　弘誉 タマキ　ヒロタカ 6419

矢野　北斗 ヤノ　ホクト 6420

松田　篤都 マツダ　アツト 6421

植松　大晴 ウエマツ　タイセイ 6422

川添　翔 カワゾエ　ショウ 6423



水球　区分　【b】

club 栃木水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

篠﨑　優人 シノザキ　ユウト 6424

松原　慧 マツバラ　ケイ 6425

青木　祐太朗 アオキ　ユウタロウ 6426

髙田　祥平 タカダ　ショウヘイ 6427

川原　育 カワハラ　ハグミ 6428

和田　昂大 ワダ　コウタ 6429

福田　健太 フクダ　ケンタ 6430

増渕　泰成 マスブチ　タイセイ 6431

戸﨑　健心 トサキ　ケンシン 6432

渡邊　魁 ワタナベ　カイ 6433

鈴木　雅典 スズキ　マサノリ 6434

三村　耕平 ミムラ　コウヘイ 6435

柏木　一太 カシワギ　イッタ 6436

豊嶋 悠護 トヨシマ　ユウゴ 6437

朝倉 隼磨 アサクラ　ハユマ 6438

club Riega和歌山

氏名 フリガナ 選手番号

阪上　虎大郎 サカウエ　コタロウ 6439

山田　暖人 ヤマダ　ハルト 6440

坂口　維吹 サカグチ　イブキ 6441

阪上　智矢 サカガミ　トモヤ 6442

泉　知希 イズミ　トモキ 6443

常國　達磨 ツネクニ　タツマ 6444

中山　晴貴 ナカヤマ　ハルキ 6445

寺下　真人 テラシタ　マコト 6446

辻本　匠 ツジモト　タクミ 6447

坂口　幸志 サカグチ　コウシ 6448



水球　区分　【b】

club Willスポーツクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

山崎　大輝 ヤマザキ　ヒロアキ 6449

野呂　幸詩 ノロ　コウタ 6450

葛西　正剛 カサイ　ショウゴ 6451

船水　淳希 フナミズ　ジュンキ 6452

伊東　空輝 イトウ　タカキ 6453

野呂　奏歌 ノロ　ソウタ 6454

奈良　渓太 ナラ　ケイタ 6455

佐々木　駿 ササキ　シュン 6456

佐藤　琉生 サトウ　ルイ 6457

小塚 亘介 コズカ　コウスケ 6458

松本　恭一 マツモトキョウイチ 6459

長門　玄城 ナガトハルキ 6460

小塚　慶介 コズカ　ケイスケ 6461

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

澤　好騎 サワ　ヨシキ 6462

桐畑　匠 キリハタ　タクミ 6463

上坂　祐嘉 コウザカ　ユウカ 6464

坪井　公佑 ツボイ　コウスケ 6465

福居　作亮 フクイ　サスケ 6466

粕渕　幸多 カスブチ　コウタ 6467

木下　丈太郎 キノシタ　ジョウタロウ 6468

中川　青大 ナカガワ　ハルト 6469

行岡　暖陽 ユキオカ　アツヤ 6470

打木　優安 ウチキ　ユアン 6471

春日　大樹 カスガ　ダイキ 6472

清水　研佑 シミズ　ケンスケ 6473

稲森　祐弥 イナモリ　ユウヤ 6474

三輪　康太 ミワ　コウタ 6475

森田　隼平 モリタ　ジュンペイ 6476



水球　区分　【b】

club カワサキスイミングクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

滝藤　祐己 タキトウ　ユウキ 6477

斎藤　昴泰 サイトウ　タカヒロ 6478

吉田　隼都 ヨシダ　ハヤト 6479

鈴木　海斗 スズキ　カイト 6480

中塚　駿 ナカツカ　シュン 6481

江川　憲 エガワ　ケン 6482

村尾　陸太 ムラオ　リクタ 6483

渡邉　楽 ワタナベ　ラク 6484

佐々木　優京 ササキ　ユウケイ 6485

武田　豪大 タケダ　ゴウタ 6486

森谷　雄輝 モリヤ　ユウキ 6487

角野　吾生 カドノ　ゴウ 6488

宇田川　大貴 ウダガワ　タイキ 6489

斎藤　欣洋 サイトウ　ヨシヒロ 6490

吉村　颯斗 ヨシムラ　ハヤト 6491

club ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

氏名 フリガナ 選手番号

村山　成瑠 ムラヤマ　ナル 6492

武石　悠太 タケイシ　ユウタ 6493

芳賀　優太 ハガ　ユウタ 6494

栗山　憂哉 クリヤマ　ユウヤ 6495

茂田井　海希 モタイ　カイキ 6496

山田　暁也 ヤマダ　キョウヤ 6497

片桐　悠希 カタギリ　ユウキ 6498

長橋　海空 ナガハシ　ノア 6499

土田　流輝 ツチダ　リュウキ 6500

広川　塁 ヒロカワ　ルイ 6501

牧　聖心 マキ　ショウゴ 6502

須田　練太郎 スダ　レンタロウ 6503

田中　雪虎 タナカ　ユキトラ 6504

藤井　結仁 フジイ　ユイト 6505

飛鳥井　真希斗 アスカイ　マキト 6506



水球　区分　【b】

club 群馬ジュニア水球

氏名 フリガナ 選手番号

前田　聖 マエダ　ヒジリ 6507

阿部　勇人 アベ　ユウト 6508

須田　央河 スダ　オウガ 6509

松本　吉平 マツモト　キッペイ 6510

井野　準哉 イノ　ジュンヤ 6511

松本　幸輝 マツモト　コウキ 6512

前田　隼之 マエダ　トシユキ 6513

深津　遼大 フカヅ　リョウタ 6514

齋藤　陽太 サイトウ　ハルタ 6515

倉澤　汰生 クラサワ　タイキ 6516

川浦　優典 カワウラ　ユウスケ 6517

大久保　心温 オオクボ　シオン 6518

club 原田学園スイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

谷口　和明 タニグチ　カズアキ 6519

大迫　瑠唯 オオサコ　ルイ 6520

前田　蓮翔 マエダ　レント 6521

中原　魁里 ナカハラ　カイリ 6522

西村　魁星 ニシムラ　カイセイ 6523

吉田　陽春 ヨシダ　ヨウシュン 6524

潟山　敦之 ガタヤマ　アツシ 6525

奥　然 オク　ゼン 6526

森　大晟 モリ　タイセイ 6527

山縣　浬 ヤマガタ　カイリ 6528

東福　壱昊 トウフク　イッコウ 6529

原田　竜之介 ハラダ　リュウノスケ 6530

櫨山　智己 ハゼヤマ　トモキ 6531

小牟禮　蓮 コムレ　レン 6532

楊　恩丞 ヨウ　オウノスケ 6533



水球　区分　【b】

club 山形水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

三浦　蒼代 ミウラ　ソウダイ 6534

豊泉　寛旭 トヨイズミ　ヒロキ 6535

吉田　祐斗 ヨシダ　ユウト 6536

阿部　祐太 アベ　ユウタ 6537

大山　　虎 オオヤマ　　タイガ 6538

福島　晴人 フクシマ　ハルト 6539

太田　寅琳 オオタ　イオリ 6540

高橋　洋多 タカハシ　ヨウタ 6541

高橋　遼平 タカハシ　リョウヘイ 6542

club 城北中学校

氏名 フリガナ 選手番号

鳴海　遥生 ナルミ　ハルキ 6543

瀬川　航太 セガワ　コウタ 6544

上村　創史 ウエムラ　ソウシ 6545

大野　祥吾 オオノ　ショウゴ 6546

中島　諒 ナカジマ　リョウ 6547

小岩井 凌空 コイワイ　リク 6548

古川　智己 フルカワ　トモキ 6549

日吉　良太 ヒヨシ　リョウタ 6550

斎藤　旺介 サイトウ　オウスケ 6551

宮本　想大 ミヤモト　ソウタ 6552

末次　陵馬 スエナミ　リョウマ 6553

鈴木　康太 スズキ　コウタ 6554

平澤　駿介 ヒラサワ　シュンスケ 6555

野谷  大地 ノタニ　ダイチ 6556

遠藤  雅治 エンドウ　マサハル 6557



水球　区分　【b】

club 青森ヤクルトスイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

齋藤　未輝斗 サイトウ　ミキト 6558

柿﨑　　敬征 カキザキ　　　ノリユキ 6559

葛原　漱 カツハラ　　　　　シュウ 6560

柿﨑　　天徳 カキザキ　　　　タカノリ 6561

浜田　慈温 ハマダ　ジオン 6562

砂川　晃生 スナカワ　コウセイ 6563

八木澤　一生 ヤギサワ　イッセイ 6564

肥後  利央人 ヒゴ　　　　　リオト 6565

工藤　佑太 クドウ　ユウタ 6566

花岡　晄成 ハナオカ　コウセイ 6567

小澤　　智寛 コザワ　トモヒロ 6568

小山　佑基 オヤマ　ユウキ 6569

戸田　成哉 トダ　セイヤ 6570

佐藤　麗音 サトウ　レオン 6571

club 石川イーグルス

氏名 フリガナ 選手番号

中村 蒼絹 ナカムラ　ソウケン 6572

森田 晃輝 モリタ　コウキ 6573

西田 宗史 ニシダ　ソウシ 6574

北 怜真 キタ　リョウマ 6575

和田 涼空 ワダ　スズク 6576

春谷 心太朗 カスヤ　シンタロウ 6577

山田 龍ノ介 ヤマダ　リュウノスケ 6578

塩村 泰歩 シオムラ　タイム 6579

吉野 至 ヨシノ　イタル 6580

三納 楓真 サンノウ　フウマ 6581

杉浦 玉來 スギウラ　タマキ 6582

西田 一貴 ニシダ　イツキ 6583



水球　区分　【b】

club 千葉水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

秋葉　音桜 アキバ　ネオ 6584

川上　航貴 カワカミ　コウキ 6585

目黒　貴大 メグロ　タカヒロ 6586

古谷　典也 フルタニ　フミヤ 6587

横山　凌芽 ヨコヤマ　リョウガ 6588

原子　真之介 ハラコ　シンノスケ 6589

泉水　佑太 センスイ　ユウタ 6590

濱口　颯太朗 ハマグチ　ソウタロウ 6591

木村　太一 キムラ　タイチ 6592

湯浅　来望 ユアサ　ライム 6593

河野　莉侑 カワノ　リウ 6594

松島　児太郎 マツシマ　コタロウ 6595

渡邊　瑛人 ワタナベ　エイト 6596

江端　佑亮 エバタ　ユウスケ 6597

八木　海星 ヤギ　カイセイ 6598

club 富山ウォーターポロクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

老田   賢心 オイダ　ケンシン 6599

下出　里央 シモデ　リオ 6600

広田 拓哉 ヒロタ　タクヤ 6601

北岡 勇太 キタオカ　ユウタ 6602

深澤　羽琉 フカザワ　ハル 6603

流　泰河 ナガレ　タイガ 6604

若林 聖夏 ワカバヤシ　セナ 6605

舩木 靖忠 フナキ　ヤスタダ 6606

市田 宙 イチダ　ソラ 6607

山下 佑 ヤマシタ　タスク 6608

上田 陽生 ウエダ　ハルキ 6609

恒川　裕太 ツネカワ　ユウタ 6610

吉田　瑚南 ヨシダ　コナン 6611

柴田　日向 シバタ　ヒュウガ 6612



水球　区分　【b】

club 豊中水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

寺本　碧杜 テラモト　アオト 6613

大江　陸 オオエ　リク 6614

吉村　光貴 ヨシムラ　コウキ 6615

米田　瑛真 コメダ　エイシン 6616

片山　太治朗 カタヤマ　タイジロウ 6617

西田　一生 ニシダ　カズキ 6618

松永　玲 マツナガ　レイ 6619

加納　恒心 カノウ　コウシン 6620

川村　忠斉 カワムラ　チュウセイ 6621

六路木　雅也 ロクロキ　マサヤ 6622

津田　風音 ツダ　カザト 6623

久保田　啓友 クボタ　ヒロト 6624

田口　太陽 タグチ　ヒカリ 6625

仁木　勇志 ニキ　ユウジ 6626

西村　碧透 ニシムラ　アオト 6627

club 与野水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

松本　陸翔 マツモト　リクト 6628

増田　朝陽 マスダ　アサヒ 6629

松澤 晄太郎 マツザワ　コウタロウ 6630

楜澤 晧紀 クルミサワ　コウキ 6631

坂本 天李 サカモト　テンリ 6632

永井　和 ナガイ　ヤマト 6633

伊藤　シン イトウ　シン 6634

岡 一輝 オカ　イツキ 6635

大地　十生 オオチ　トワ 6636


