
【 10km男子スタートリスト】

No. 氏名 所属

1 成畑　凌雅 湘南工大附／相模原DC 高校２
2 濵野　巧 千歳ビーバーSC 大学１
3 森貞　智太 松山大学 大学１
4 伊東　大稀 拓殖大 大学１
5 鈴木　聡太 大阪国際大学 大学２
6 藤原　厚弘 アクラブ藤沢 高校１
7 玉串　颯麻 大阪国際大学 大学１
8 木住野将史 立教大 大学４
9 梅村　　歩 国士舘大 大学３
10 酒井　優輔 富山SC東富山 高校３
11 森　　一爽 名古屋高／JSS比良 高校３
12 櫻井　智和 オーシャンＮ 一般
13 桑添　　陸 新潟医福大 大学３
14 小澤雄二郎 アクラブ藤沢 大学１
15 加藤　陽向 中京大中京高／豊橋SS 高校３
16 東谷　一輝 中京大 大学４
17 村上健太郎 姫路工 高校３
18 川崎　翔暉 東京SC 中学２
19 五十里屋海斗 日本文理 高校１
20 秦　隆太朗 日本体育大 大学１
21 西原　悠真 山梨学院大 大学１
22 綿貫　海斗 日本体育大 大学３
23 高栖　　翔 至学館大 大学４
24 小林　優太 中京大中京高／ビート守山 高校２
25 上元　郁弥 姫路工 高校２
26 米田　　颯 日本大／KSG八代 大学１
27 高橋　賢信 埼玉大 大学２
28 南出　大伸 キノシタグループ 一般
29 小林　祐馬 三重県体協／四日市SC 一般
30 中山　　響 パルワカヤマ 中学３
31 伊藤　　輝 中京大 大学２
32 佐々木龍希 神奈川大 大学１
33 田中　聖一 真庭SC 高校３
34 三木　佑真 大阪国際大学 大学２
35 築地原智二 豊川高 高校１
36 道浦　雅弘 パルワカヤマ 高校２
37 浅野敬太郎 中京大中京高 高校３
38 本山　　空 MＧニッシン／天理高校 高校２
39 小林　　陸 アクラブ藤沢 大学２
40 工藤　嵩也 八戸工大一高 高校３

No. 氏名 所属

41 小玉　風護 ヨコハマSC 高校３
42 中島颯太郎 ATSC.YW 大学４
43 筒井　大介 NSP高知 高校３
44 原田　恭佑 中京大 大学４
45 皆川　吏玖 山梨学院大 大学２
46 和田　大梧 日本体育大 大学１
47 湊　　太陽 グリーン高台 高校３
48 渡辺　雅空 福工大福井／金井学園SC 高校３
49 稲荷山　陸 中京大 大学４
50 岩住宏一郎 枚方SS

橋本　瑛輝 墨田川
保坂　一輝 アクシー中央
川原　涼馬 初芝立命館／初芝SS
髙森　悠叶 湘南工大附／イトマン横浜
豊田　　壮 チームフクイ
河内　雄飛 岐聖大
花立　　悠 名古屋高／豊田SS
浅野　貴臣 立教大
安部　愛翔 山形中央
平井　康翔 SBI／ASAHIネット
西村　尚樹 中京大
芝本　新里 慶應義塾大
佐貫　省吾 鹿児島県体協
堀尾　隼士 富山SC
野中　大暉 キノシタグループ
吉野　公晴 中京大
児嶋　利弘 村野工
富野　達也 岐聖大
大塚　　陽 相模原市水協／上溝高校
綿貫　慶吾 新潟医福大
杉山　　蓮 AIM21
松原士勇諒 国士舘大
本江　騎吏 桃山学院
松本　周也 中京大
滝澤　健次 立教大
宮本　陽輔 自衛隊
青木　陽佑 新潟医福大職
大久保寛至 湘南工大附／林水泳教室
岡　　謙佑 姫路商／SUN加西
齋藤　遥生 スウィンみよし／熊谷高校
渡辺　　柊 ダッシュ三条

中学３
51 高校１
52 高校２
53 高校１
54 高校２
55 一般
56 大学２
57 高校２
58 大学２
59 高校３
60 一般
61 大学３
62 大学３
63 一般
64 高校１
65 一般
66 大学４
67 高校１
68 大学２
69 高校２
70 大学１
71 高校２
72 大学１
73 高校３
74 大学１
75 大学３
76 一般
77 一般
78 高校３
79 高校１
80 高校３
81 高校２

【 10km女子スタートリスト】

No. 氏名 所属

1 木村　香純 飛龍高校
永尾　美友 枚方SS／太成学院大高
江原　奈穂 御船高校
渡辺　三空 福大附属若葉
沼尾　紀穂 西武台千葉／セ・流山
寺田　夢空 東邦SC
貴田　裕美 コナミスポーツ
坂本　晴野 近畿大学
若井亜由梨 春日部共栄
山本　美杏 枚方SS／同志社
安藤　梨沙 大阪国際大学
新倉みなみ セントラル目黒／明治大
丸山　莉奈 豊川高
笠原　瑠南 中京大
内田　真樹 須磨学園高校
本間　美優 日大山形／セントラル東根
大久保美沙 立教大
海崎　智咲 福工大福井／金井学園SC
吉岡亜可梨 大阪国際大学
宮田　沙依 オーシャンN
小池　優媛 日本体育大
藤　　優実 日本体育大
坂野　菜優 愛み大瑞穂高／東邦SC
澤田　有里 弘前大
山田　奈子 新潟医福大
守友　晃子 スウィンみよし／武南高校
冨井　星河 Aqスイムピア
松澤　悠花 長野日大中／びっくらんど
平野由里子 新潟医福大
那須　玲奈 SA一関
加藤　花梨 新潟医福大
中島　祐佳 鹿児島情報高／Nb
岡村　　瞳 セントラル目黒／日本大
奥田　真帆 福大附属若葉
松下　彩花 田園SS
蝦名　愛梨 十勝SC／帯広大谷
伊藤　芽花 いずみ能登川
久斗　奈々 姫路商／こうでら
福島　美里 ATSC.YW
平山　　桃 1 to SWIM

高校３
2 高校２
3 高校３
4 高校３
5 高校３
6 中学３
7 一般
8 大学１
9 高校１
10 大学１
11 大学１
12 大学４
13 高校１
14 大学１
15 高校３
16 高校２
17 大学３
18 高校１
19 大学１
20 一般
21 大学２
22 大学４
23 高校３
24 大学４
25 大学２
26 高校１
27 一般
28 中学３
29 大学３
30 高校２
31 大学４
32 高校２
33 大学３
34 高校３
35 一般
36 高校３
37 高校３
38 高校２
39 一般
40 中学３

No. 氏名 所属

41 岩渕　立歩 湘南工大附
千葉あんな SA一関
桝本　仁奈 大阪国際大学
中井　花音 愛知高
中川　綾乃 金沢SC西泉
加藤はなの ダッシュ三条
大澤　レイ 初芝SS／大阪府立大塚
小林　那緒 武南
田中亜衣里 大阪国際大学
緑川　瑠流 武南
岩見きらり 日本体育大
森山　幸美 SWANS

高校１
42 高校２
43 大学１
44 高校２
45 高校２
46 大学２
47 高校２
48 高校２
49 大学１
50 高校３
51 大学１
52 一般
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