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No  県名  登録団体 チーム名 帯同給水コーチ 所属名

 1  北海道  01105 十勝ＳＣ 小椋達也 （十勝ＳＣ）

 2  01172 千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC 今井正彦 （千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC）

 3  青森  02015 八戸工大一高 八戸博子 （八戸工大一高）

 4  岩手  03509 ＳＡ一関 若月武彦 （ＳＡ一関）

ＳＡ一関 小野寺丈晴 （ＳＡ一関）

 5  山形  06010 日大山形 武田理 （日大山形）

 6  06069 山形中央 板垣真 （山形中央）

 7  埼玉  11001 自衛隊 本崎智久 （自衛隊）

 8  11105 春日部共栄 戸川晴夫 （春日部共栄）

 9  11333 武南 麻生建悟 （武南）

武南 千葉かおり （武南）

 10  11628 ｽｳｨﾝみよし 本多洋平 （ｽｳｨﾝみよし）

 11  千葉  12157 西武台千葉 柳沢佑貴 （西武台千葉）

 12  12781 ＳＢＩ CormacGuthrie （ＳＢＩ）

 13  東京  13110 墨田川 椋本哲也 （墨田川）

 14  13530 東京ＳＣ 櫻井裕司 （東京ＳＣ）

 15  13675 SWANS 藤森善弘 （SWANS）

 16  13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 川原歩 （ｾﾝﾄﾗﾙ目黒）

 17  13755 ｷﾉｼﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ 吉田龍平 （ｷﾉｼﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ）

ｷﾉｼﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ 藤森善弘 （ｷﾉｼﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ）

 18  13801 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ 青木和子 （ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ）

 19  13900 オーシャンＮ 笹林貴寛 （オーシャンＮ）

オーシャンＮ 本間素子 （オーシャンＮ）

 20  神奈川  14002 湘南工大附 三好智弘 （湘南工大附）

湘南工大附 橋本優希 （湘南工大附）

 21  14513 アクラブ藤沢 小沢浩一 （アクラブ藤沢）

アクラブ藤沢 小澤一朗 （アクラブ藤沢）

アクラブ藤沢 野城政恵 （アクラブ藤沢）

 22  14518 ヨコハマＳＣ 澤田康永 （ヨコハマＳＣ）

 23  14532 田園SS 松下晃太郎 （田園SS）

 24  14631 ATSC.YW 椎名絋平 （ATSC.YW）

ATSC.YW 青木智美 （ATSC.YW）

 25  14644 相模原市水協 添畑大海 （相模原市水協）

 26  長野  16205 長野日大中 竹内稔郎 （長野日大中）

 27  新潟  17208 日本文理 中原広樹 （日本文理）

 28  17502 アクシー中央 鷲尾雅 （アクシー中央）

 29  17566 ダッシュ三条 中條和之 （ダッシュ三条）

ダッシュ三条 渡辺奈々美 （ダッシュ三条）

 30  17616 新潟医福大職 馬場康博 （新潟医福大職）

 31  富山  18500 富山ＳＣ 小倉貴幸 （富山ＳＣ）
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 32  18501 富山SC東富山 山口卓也 （富山SC東富山）

 33  石川  19510 金沢ＳＣ西泉 小坂寛之 （金沢ＳＣ西泉）

 34  19557 AIM21 小坂寛之 （AIM21）

 35  福井  20101 福工大福井 大河原輝博 （福工大福井）

福工大福井 桑畑真弓 （福工大福井）

 36  20291 ﾁｰﾑﾌｸｲ 玉木史弥 （ﾁｰﾑﾌｸｲ）

 37  静岡  21018 飛龍高校 望月颯太 （飛龍高校）

 38  21829 グリーン高台 望月颯太 （グリーン高台）

 39  愛知  22011 愛み大瑞穂高 田中雅文 （愛み大瑞穂高）

 40  22015 愛知高 芳賀達也 （愛知高）

 41  22022 名古屋高 田中雅文 （名古屋高）

名古屋高 高瀬雅和 （名古屋高）

 42  22029 中京大中京高 内藤智 （中京大中京高）

中京大中京高 竹内晴紀 （中京大中京高）

 43  22062 東邦ＳＣ 芳賀達也 （東邦ＳＣ）

 44  22308 豊川高 小池隆治 （豊川高）

 45  22429 １ｔｏSWIM 田中雅文 （１ｔｏSWIM）

 46  三重  23141 三重県体協 北野琢也 （三重県体協）

 47  滋賀  25332 いずみ能登川 廣瀬智己 （いずみ能登川）

 48  大阪  27072 初芝立命館 榎並誠 （初芝立命館）

 49  27088 桃山学院 横田信 （桃山学院）

 50  27324 初芝ＳＳ 小林春吉 （初芝ＳＳ）

 51  27327 枚方ＳＳ 太田伸 （枚方ＳＳ）

枚方ＳＳ 園舞香 （枚方ＳＳ）

 52  兵庫  28309 姫路商 野田和久 （姫路商）

姫路商 戸田辰徳 （姫路商）

 53  28315 姫路工 大塚裕記 （姫路工）

 54  28613 村野工 寺脇智和 （村野工）

 55  28615 須磨学園高校 谷川誠 （須磨学園高校）

 56  奈良  29209 ＭＧニッシン 茅原直人 （ＭＧニッシン）

 57  29226 Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ 冨井洸一 （Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ）

 58  和歌山  30501 パルワカヤマ 楠本一彦 （パルワカヤマ）

赤井聡文 （パルワカヤマ）

 59  岡山  33041 真庭SC 藤本策也 （真庭SC）

 60  高知  39522 NSP高知 和田英晃 （NSP高知）

 61  福岡  40009 福大附属若葉 奥田雄幸 （福大附属若葉）

 62  熊本  43036 御船高校 服部学 （御船高校）

 63  鹿児島  46032 鹿児島情報高 福島誠 （鹿児島情報高）

 64  46716 鹿児島県体協 白坂元樹 （鹿児島県体協）

 65  学関東  48007 日本体育大 藤森善弘 （日本体育大）

日本体育大 吉田龍平 （日本体育大）

日本体育大 鈴木沙織 （日本体育大）

 66  48021 埼玉大 吉田考希 （埼玉大）



 67  48023 慶應義塾大 豊田理彩 （慶應義塾大）

 68  48026 国士舘大 佐々木和樹 （国士舘大）

国士舘大 藤田海基 （国士舘大）

 69  48030 拓殖大 緒方健人 （拓殖大）

 70  48031 立教大 安達瑛大 （立教大）

立教大 遠藤雄太 （立教大）

立教大 森涼華 （立教大）

 71  48049 神奈川大 田島義政 （神奈川大）

神奈川大 繩井惇己 （神奈川大）

 72  48057 日本大 平野雅人 （日本大）

 73  48132 山梨学院大 西尾光平 （山梨学院大）

 74  学中部  49002 中京大 髙木胡子 （中京大）

中京大 岩間薫乃 （中京大）

中京大 宇野柊平 （中京大）

中京大 栗田康平 （中京大）

 75  49007 至学館大 髙橋淳一郎 （至学館大）

 76  49032 新潟医福大 馬場康博 （新潟医福大）

新潟医福大 太田直人 （新潟医福大）

新潟医福大 臼井真吾 （新潟医福大）

新潟医福大 前芝和佳 （新潟医福大）

 77  49035 岐聖大 清水あゆみ （岐聖大）

 78  学関西  50010 近畿大学 越智麻土香 （近畿大学）

 79  50043 大阪国際大学 今岡大陸 （大阪国際大学）

大阪国際大学 西置沙耶 （大阪国際大学）

大阪国際大学 芝山優真 （大阪国際大学）

大阪国際大学 須田葵 （大阪国際大学）

 80  学中四国  51014 松山大学 松友佑介 （松山大学）

 81  学北部  53095 弘前大 八戸博子 （弘前大）


