
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１３～１４歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

髙橋俊太朗    ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ     イトマン向山    中学（1）1 04311

伊藤　大智    ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ        秋田ＡＣ        中学（1）2 05400

山口由貴光    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾐﾂ      ワールドＳＳ    中学（2）3 08112

杉山　清風    ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖｶｾﾞ     コスモＳＰ      中学（1）4 08115

岩本　幸大    ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ        ｽｳｨﾝ大田原      中学（2）5 09514

尾﨑　元希    ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ       ＳＧＣ・佐野    中学（2）6 09524

松浦　幸大    ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ      ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（2）7 09530

橋本　榮之    ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ      スウィン館林    中学（1）8 10521

飯田　陽成    ｲｲﾀﾞ ﾖｳｾｲ       コナミ狭山      中学（1）9 11537

岩見　俊祐    ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ       スウィン鷲宮    中学（1）10 11602

山下　理久    ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ         ﾙﾈｻﾝｽ浦和       中学（1）11 11612

萱沼　快人    ｶﾔﾇﾏ ｶｲﾄ        ｽｳｨﾝみよし      中学（2）12 11628

村田　晴秋    ﾑﾗﾀ ｾｲｼｭｳ       ｽｳｨﾝ春日部      中学（2）13 11639

中村　海晟    ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ       花見川ＳＣ      中学（2）14 12531

田嶋　直志    ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ        ｾﾝﾄﾗﾙ流山       中学（1）15 12545

光永　翔音    ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ     ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（2）16 12550

錦織　孟徳    ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ      イトマン千葉    中学（2）17 12589

米山　和貴    ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ       江戸川ＳＳ      中学（1）18 13503

南雲　陽人    ﾅｸﾞﾓ ﾊﾙﾄ        ＤＯＳＳ豊洲    中学（1）19 13536

西松　寛和    ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ      ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）20 13560

永瀬　　透    ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ        ｽｳｨﾝ高島平      中学（2）21 13574

石田幸之輔    ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ      ＳＡＴ雪ヶ谷    中学（1）22 13603

落合　颯士    ｵﾁｱｲ ﾌｳﾄ        大森双葉ＳＣ    中学（1）23 13646

櫻井　俊作    ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ      ｾﾝﾄﾗﾙ南千住     中学（1）24 13654

松本　桂太    ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ        アクラブ藤沢    中学（1）25 14513

吉田　大起    ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ       トピーアヤセ    中学（1）26 14550

石本　大道    ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       トピーアヤセ    中学（1）27 14550

伊勢　空翔    ｲｾ ﾀｶﾄ          ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（2）28 14560

太田　海璃    ｵｵﾀ ｶｲﾘ         NECGSC溝の口    中学（1）29 14658

岩瀬　智也    ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ         NECGSC溝の口    中学（1）30 14658

綱嶋　佑企    ﾂﾅｼﾏ ﾕｳｷ        ナガデン中野    中学（1）31 16540

佐藤　琥珀    ｻﾄｳ ｺﾊｸ         ＪＳＳ長岡      中学（2）32 17503

本間　匠騎    ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ        ダッシュ三条    中学（1）33 17566

大江　竜生    ｵｵｴ ﾘｭｳｾｲ       Ｓ・ギャザー    中学（1）34 19536

島田　恭佑    ｼﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ      とこはＳＳ      中学（1）35 21725

今枝　海斗    ｲﾏｴﾀﾞ ｶｲﾄ       島田チャンプ    中学（1）36 21726

増田　莉蔵    ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ         浜名湖ＳＳ      中学（2）37 21820

丸山　　隼    ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ        ウィル大口      中学（1）38 22139

時野　　晶    ﾄｷﾉ ｱｷﾗ         コパン香久山    中学（2）39 22212

尾関　啓太    ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ        ＪＳＳ中川      中学（2）40 22220

藤田　健矢    ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾔ        ﾙﾈｻﾝｽ小幡       中学（1）41 22365

藤本　笠斗    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ       イトマン草津    中学（1）42 25301

加藤　遼士    ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ       イトマン守山    中学（1）43 25313

佐藤　佑亮    ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ        ｲﾄﾏﾝアビコ      中学（2）44 27211

宮田　一佐    ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ        イ ト マ ン     中学（2）45 27212

高嶋　悠雅    ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ       イ ト マ ン     中学（2）46 27212

川﨑成一郎    ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ     ＫＴＶ豊中      中学（1）47 27223

八坂　康生    ﾔｻｶ ｺｳｾｲ        JSSはびきの     中学（1）48 27325

細川　　碧    ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ        大体大浪商中    中学（2）49 27617

木下　誠覇    ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ        ＪＳＳ大久保    中学（1）50 28869
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洲﨑　透真    ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（2）51 28921

有本凜迦一    ｱﾘﾓﾄ ﾘﾝｶｲ       パルワカヤマ    中学（1）52 30501

奥本　陽登    ｵｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（2）53 30526

鳴神　掲太    ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（2）54 30526

西本　拓真    ﾆｼﾓﾄ ﾀｸﾏ        鳥取ＳＳ        中学（2）55 31500

上杉　了以    ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ      ＪＳＳ米子      中学（2）56 31504

大濱　成聖    ｵｵﾊﾏ ﾅﾘｷﾖ       SC隠岐          中学（1）57 32852

北村　昂大    ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ       サンダーＳＳ    中学（2）58 36509

笠谷　勇仁    ｶｻﾀﾆ ﾕｳﾄ        ＯＫ藍住        中学（2）59 37506

山本　海利    ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ        コナミ高知      中学（1）60 39500

中久保翔和    ﾅｶｸﾎﾞ ﾄﾜ        大野城ＳＣ      中学（2）61 40503

渋谷琥玲亜    ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ        ようどう館佐    中学（1）62 41037

隈部　飛鵬    ｸﾏﾍﾞ ﾀｶﾄﾓ       アレスト八代    中学（2）63 43518

占部　寛樹    ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ        大西ＳＳ        中学（1）64 44078

後藤　和豊    ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾄ       ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（1）65 44163

島末　匠真    ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ       ＸＹＺ別府      中学（2）66 44167

宮田幸生羅    ﾐﾔﾀ ｻｲﾗ         ＸＹＺ別府      中学（2）67 44167

松井　理宇    ﾏﾂｲ ﾘｳ          西日本宮崎      中学（2）68 45058

西小野泰志    ﾆｼｵﾉ ﾀｲｼ        メルヘン姶良    中学（1）69 46545

本渡　星宇    ﾎﾝﾄﾞ ｼｮｳ        ｾｲｶKAMOIKE      中学（2）70 46555
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髙橋俊太朗    ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ     イトマン向山    中学（1）1 04311

髙清水優大    ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ    大館ＳＳ        中学（2）2 05100

飯田　陽成    ｲｲﾀﾞ ﾖｳｾｲ       コナミ狭山      中学（1）3 11537

園田　陽大    ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ        スウィン加須    中学（1）4 11573

芹澤　麗生    ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ        スウィン鴻巣    中学（2）5 11600

田嶋　直志    ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ        ｾﾝﾄﾗﾙ流山       中学（1）6 12545

髙宮　碧海    ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ        アクラブ調布    中学（2）7 13509

南雲　陽人    ﾅｸﾞﾓ ﾊﾙﾄ        ＤＯＳＳ豊洲    中学（1）8 13536

中島　大悟    ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（2）9 13552

堀本聖一郎    ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ     三菱養和ＳＳ    中学（2）10 13552

西松　寛和    ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ      ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）11 13560

桐山　真葵    ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ         マリン西新井    中学（2）12 13573

永瀬　　透    ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ        ｽｳｨﾝ高島平      中学（2）13 13574

石田幸之輔    ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ      ＳＡＴ雪ヶ谷    中学（1）14 13603

葛西　颯玖    ｶｻｲ ｿｳｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（2）15 13622

佐藤　佑磨    ｻﾄｳ ﾕｳﾏ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（1）16 13657

内野　　隼    ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ         ｻｷﾞﾇﾏSCM        中学（2）17 14500

伊勢　空翔    ｲｾ ﾀｶﾄ          ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（2）18 14560

石貝　拓海    ｲｼｶﾞｲ ﾀｸﾐ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）19 14628

岩瀬　智也    ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ         NECGSC溝の口    中学（1）20 14658

本間　匠騎    ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ        ダッシュ三条    中学（1）21 17566

松居　颯真    ﾏﾂｲ ｿｳﾏ         ナントＳＣ      中学（1）22 18504

木川　友来    ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ        ｿﾗｰﾚ東洋        中学（2）23 19521

高岡　亜門    ﾀｶｵｶ ｱﾓﾝ        ＫＳＧ福井      中学（2）24 20501

谷口　柊弥    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｳﾔ       W.L南条         中学（2）25 20809

島田　恭佑    ｼﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ      とこはＳＳ      中学（1）26 21725

今枝　海斗    ｲﾏｴﾀﾞ ｶｲﾄ       島田チャンプ    中学（1）27 21726

増田　莉蔵    ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ         浜名湖ＳＳ      中学（2）28 21820

鈴木　麻央    ｽｽﾞｷ ﾏｵ         浜名湖ＳＳ      中学（2）29 21820

岩村　航佑    ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ       岡崎竜城ＳＣ    中学（2）30 22045

佐野　太優    ｻﾉ ﾀｲﾕｳ         桃太郎ＳＳ      中学（2）31 22241

加藤　遼士    ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ       イトマン守山    中学（1）32 25313

小東　真皓    ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ       サンスポーツ    中学（2）33 26528

宮田　一佐    ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ        イ ト マ ン     中学（2）34 27212

森本　耕太    ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ        イ ト マ ン     中学（2）35 27212

高嶋　悠雅    ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ       イ ト マ ン     中学（2）36 27212

木村　佳華    ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ        ＫＴＶ豊中      中学（1）37 27223

木本未来大    ｷﾓﾄ ﾐｷﾄ         枚方SS牧野      中学（2）38 27326

松田　康平    ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       ＪＳＳエビス    中学（1）39 27377

細川　　碧    ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ        大体大浪商中    中学（2）40 27617

西川　呂希    ﾆｼｶﾜ ﾛｷ         塚口ＳＳ        中学（2）41 28805

原田　壮大    ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ        コナミ明石      中学（2）42 28825

藤原　佳己    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ       コナミ明石      中学（1）43 28825

三木　颯翔    ﾐｷ ﾊﾔﾄ          ＳＵＮ網干      中学（2）44 28872

松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）45 28895

洲﨑　透真    ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（2）46 28921

平林　侑島    ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ      ＭＧ海南        中学（1）47 30513

鳴神　掲太    ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（2）48 30526

奥本　陽登    ｵｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（2）49 30526

大濱　成聖    ｵｵﾊﾏ ﾅﾘｷﾖ       SC隠岐          中学（1）50 32852
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北村　昂大    ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ       サンダーＳＳ    中学（2）51 36509

阿部　晴斗    ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ         ＯＫＳＳ        中学（2）52 37503

山本　海利    ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ        コナミ高知      中学（1）53 39500

渋谷琥玲亜    ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ        ようどう館佐    中学（1）54 41037

福原　悠大    ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ      マリーン鹿本    中学（2）55 43514

占部　寛樹    ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ        大西ＳＳ        中学（1）56 44078

島末　匠真    ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ       ＸＹＺ別府      中学（2）57 44167

松井　理宇    ﾏﾂｲ ﾘｳ          西日本宮崎      中学（2）58 45058
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佐藤竜之介    ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ      ニスポ仙台南    中学（1）1 04335

髙清水優大    ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ    大館ＳＳ        中学（2）2 05100

工藤　岳斗    ｸﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ       酒田水泳教室    中学（1）3 06034

飯田　陽成    ｲｲﾀﾞ ﾖｳｾｲ       コナミ狭山      中学（1）4 11537

井上　大輝    ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ       コナミ北浦和    中学（2）5 11539

渡辺　絢斗    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ       スウィン埼玉    中学（1）6 11585

今井　柊介    ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ       ユアー蕨        中学（1）7 11603

錦織　孟徳    ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ      イトマン千葉    中学（2）8 12589

堀本聖一郎    ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ     三菱養和ＳＳ    中学（2）9 13552

中島　大悟    ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（2）10 13552

桐山　真葵    ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ         マリン西新井    中学（2）11 13573

佐藤　佑磨    ｻﾄｳ ﾕｳﾏ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（1）12 13657

内野　　隼    ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ         ｻｷﾞﾇﾏSCM        中学（2）13 14500

北澤　博貴    ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｷ       NECGSC玉川      中学（2）14 14505

風間　陽太    ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ        相模原ＤＣ      中学（1）15 14521

伊勢　空翔    ｲｾ ﾀｶﾄ          ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（2）16 14560

市川　大樹    ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）17 14572

藤林　大耀    ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ    ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）18 14572

相澤　宙央    ｱｲｻﾞﾜ ｿﾗ        悠久ＳＣ        中学（2）19 17531

堀内　　光    ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ        アクシー亀田    中学（1）20 17572

松居　颯真    ﾏﾂｲ ｿｳﾏ         ナントＳＣ      中学（1）21 18504

増田　莉蔵    ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ         浜名湖ＳＳ      中学（2）22 21820

堀田　武蔵    ﾎｯﾀ ﾑｻｼ         コパン鳴海      中学（1）23 22116

佐野　太優    ｻﾉ ﾀｲﾕｳ         桃太郎ＳＳ      中学（2）24 22241

加藤　　涼    ｶﾄｳ ﾘｮｳ         MBSｻﾝﾊﾟｰｸ       中学（2）25 23080

四戸　玲士    ｼﾉﾍ ﾚｲ          岐阜ＳＣ        中学（2）26 24040

中村　啓将    ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ      イトマン京都    中学（1）27 26539

金谷　　駿    ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ        ｲﾄﾏﾝひばり      中学（2）28 27215

木村　佳華    ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ        ＫＴＶ豊中      中学（1）29 27223

宇野　舜哉    ｳﾉ ｼｭﾝﾔ         枚方ＳＳ        中学（2）30 27327

松田　康平    ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       ＪＳＳエビス    中学（1）31 27377

伐栗　凰佑    ｷﾘｸﾘ ｵｳｽｹ       大体大浪商中    中学（2）32 27617

藤原　佳己    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ       コナミ明石      中学（1）33 28825

山﨑　海璃    ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ       コナミ三田      中学（1）34 28860

三木　颯翔    ﾐｷ ﾊﾔﾄ          ＳＵＮ網干      中学（2）35 28872

松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）36 28895

加登　結翔    ｶﾄｳ ﾕｲﾄ         ＪＳＳ北神戸    中学（2）37 28899

有本凜迦一    ｱﾘﾓﾄ ﾘﾝｶｲ       パルワカヤマ    中学（1）38 30501

鳴神　掲太    ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ        ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田     中学（2）39 30526

竹内　聖人    ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ        オーバル総社    中学（2）40 33028

八木麻波蕗    ﾔｷﾞ ﾏﾊﾛ         豊成SC          中学（1）41 33048

上田　　諒    ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ        フジタＤＣ      中学（1）42 34018

安達　大志    ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼ        ビート広島      中学（2）43 34190

北村　昂大    ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ       サンダーＳＳ    中学（2）44 36509

金田　浩聖    ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       ファイブテン    中学（1）45 38216

福原　悠大    ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ      マリーン鹿本    中学（2）46 43514
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佐藤　陽琉    ｻﾄｳ ﾊﾙ          ＳＡ一関        中学（1）1 03509

佐藤竜之介    ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ      ニスポ仙台南    中学（1）2 04335

白鳥　魁生    ｼﾗﾄﾘ ｶｲｾｲ       ｻﾝﾌﾙﾄSC         中学（1）3 05200

鈴木　大斗    ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ       秋田ＡＣ        中学（1）4 05400

佐藤　隆晴    ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ       鶴岡ＳＣ        中学（2）5 06033

井上　大輝    ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ       コナミ北浦和    中学（2）6 11539

渡辺　絢斗    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ       スウィン埼玉    中学（1）7 11585

今井　柊介    ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ       ユアー蕨        中学（1）8 11603

柳澤　春杜    ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ      東川口SC        中学（1）9 11638

川崎　翔暉    ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ       東京ＳＣ        中学（2）10 13530

堀本聖一郎    ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ     三菱養和ＳＳ    中学（2）11 13552

中島　大悟    ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ     三菱養和ＳＳ    中学（2）12 13552

石井　健大    ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ        ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）13 13560

桐山　真葵    ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ         マリン西新井    中学（2）14 13573

嶋田　大海    ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ       東京ＤＣ桜台    中学（1）15 13613

佐藤　佑磨    ｻﾄｳ ﾕｳﾏ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（1）16 13657

川井　健洋    ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（1）17 14560

市川　大樹    ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）18 14572

白井　　樹    ｼﾗｲ ｲﾂｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（2）19 14586

小林　恒輝    ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ       SDおうみ        中学（1）20 17545

堀内　　光    ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ        アクシー亀田    中学（1）21 17572

大木　優瑠    ｵｵｷ ｳﾘｭｳ        伊豆SS          中学（2）22 21633

西川　我咲    ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ        ＫＬ春日井      中学（1）23 22169

宮島　勇哉    ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ       上社ＳＳ        中学（1）24 22188

佐野　太優    ｻﾉ ﾀｲﾕｳ         桃太郎ＳＳ      中学（2）25 22241

金谷　　駿    ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ        ｲﾄﾏﾝひばり      中学（2）26 27215

木村　佳華    ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ        ＫＴＶ豊中      中学（1）27 27223

西口　直輝    ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ       ＫＴＶ豊中      中学（1）28 27223

木村　瞬弥    ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ        ＪＳＳ東花園    中学（2）29 27346

藤原　佳己    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ       コナミ明石      中学（1）30 28825

辻森　魁人    ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ       マック武庫川    中学（2）31 28881

加登　結翔    ｶﾄｳ ﾕｲﾄ         ＪＳＳ北神戸    中学（2）32 28899

加登　博翔    ｶﾄｳ ﾊｸﾄ         ＪＳＳ北神戸    中学（1）33 28899

竹内　聖人    ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ        オーバル総社    中学（2）34 33028

上田　　諒    ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ        フジタＤＣ      中学（1）35 34018

安達　大志    ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼ        ビート広島      中学（2）36 34190

金田　浩聖    ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       ファイブテン    中学（1）37 38216

島田　想大    ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀    中学（2）38 40526

市丸　愛翔    ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    中学（1）39 41058
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諏訪　遥希    ｽﾜ ﾊﾙｷ          ＪＳＳ岩見沢    中学（2）1 01163

白鳥　航生    ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ       ｻﾝﾌﾙﾄSC         中学（1）2 05200

岩本　幸大    ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ        ｽｳｨﾝ大田原      中学（2）3 09514

尾﨑　元希    ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ       ＳＧＣ・佐野    中学（2）4 09524

長島　秀哉    ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ      スウィン鷲宮    中学（3）5 11602

山下　理久    ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ         ﾙﾈｻﾝｽ浦和       中学（1）6 11612

宮崎　太志    ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（2）7 12550

錦織　孟徳    ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ      イトマン千葉    中学（2）8 12589

釣谷　颯大    ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ       ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（2）9 13504

松下　　湊    ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅﾄ        アクラブ調布    中学（2）10 13509

新田　慎吾    ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ        コナミ西葛西    中学（1）11 13549

千葉　佑斗    ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         ドーム巣鴨      中学（2）12 13569

菊地　泰輔    ｷｸﾁ ﾀｲｽｹ        ﾙﾈｻﾝｽ両国       中学（1）13 13587

嶋田　大海    ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ       東京ＤＣ桜台    中学（1）14 13613

櫻井　俊作    ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ      ｾﾝﾄﾗﾙ南千住     中学（1）15 13654

上川畑　皇    ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳ      カワサキＳＣ    中学（1）16 14524

吉田　大起    ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ       トピーアヤセ    中学（1）17 14550

田村　亮輔    ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ       ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（2）18 14560

添田　重樹    ｿｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ       伊勢原SC        中学（1）19 14580

大湊　圭悟    ｵｵﾐﾅﾄ ｹｲｺﾞ      ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（1）20 14586

水野　吉晴    ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾊﾙ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（2）21 14586

高橋　朗生    ﾀｶﾊｼ ﾛｲ         イトマン港北    中学（2）22 14645

塚本　悠悟    ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ       Ｔ＆Ｓ新発田    中学（2）23 17508

奥　　大輝    ｵｸ ﾀﾞｲｷ         東部ＳＳ        中学（1）24 21641

金子　　翔    ｶﾈｺ ｼｮｳ         コパン鳴海      中学（1）25 22116

大島　佑互    ｵｵｼﾏ ﾕｳｺﾞ       みなとＳＳ      中学（1）26 22249

赤尾　駿弥    ｱｶｵ ｼｭﾝﾔ        イトマン堅田    中学（1）27 25334

須磨　湧希    ｽﾏ ﾕｳｷ          ﾙﾈｻﾝｽ山科       中学（1）28 26509

小東　真皓    ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ       サンスポーツ    中学（2）29 26528

佐藤　佑亮    ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ        ｲﾄﾏﾝアビコ      中学（2）30 27211

泉　　陽一    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ        イ ト マ ン     中学（1）31 27212

中野　和輝    ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ        岸和田ＳＳ      中学（2）32 27268

藤原　拓人    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ       ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（2）33 28921

藤井　陽太    ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    中学（2）34 29224

藤原龍之介    ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ    アクロポート    中学（1）35 33031

平野　　資    ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ         フィッタ松山    中学（1）36 38229

壹岐　　航    ｲｷ ﾜﾀﾙ          桜泳大牟田SS    中学（2）37 40706

寺川琉之介    ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ     ビート伊万里    中学（2）38 41121

真崎　健伸    ﾏｻｷ ｹﾝｼﾝ        マリーン鹿本    中学（1）39 43514

中原　　克    ﾅｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ       大分金子府内    中学（1）40 44060

田浦　悠羽    ﾀｳﾗ ﾕｳﾜ         ニライＳＣ      中学（1）41 47523
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諏訪　遥希    ｽﾜ ﾊﾙｷ          ＪＳＳ岩見沢    中学（2）1 01163

後藤　太獅    ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ        アシスト        中学（2）2 04317

白鳥　航生    ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ       ｻﾝﾌﾙﾄSC         中学（1）3 05200

浅井翔大郎    ｱｻｲ ｼｮｳﾀﾛｳ      ＳＡ水戸        中学（2）4 08105

岩本　幸大    ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ        ｽｳｨﾝ大田原      中学（2）5 09514

尾﨑　元希    ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ       ＳＧＣ・佐野    中学（2）6 09524

長島　秀哉    ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ      スウィン鷲宮    中学（3）7 11602

入江　秀行    ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ       ｽｳｨﾝふじみ野    中学（2）8 11619

釣谷　颯大    ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ       ｲﾄﾏﾝ東伏見      中学（2）9 13504

中川　雅嗣    ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ     田柄ＳＣ        中学（2）10 13524

新田　慎吾    ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ        コナミ西葛西    中学（1）11 13549

千葉　佑斗    ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         ドーム巣鴨      中学（2）12 13569

嶋田　大海    ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ       東京ＤＣ桜台    中学（1）13 13613

千田　虎二    ﾁﾀﾞ ﾄﾗｼﾞ        ＡＺ            中学（1）14 13667

上川畑　皇    ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳ      カワサキＳＣ    中学（1）15 14524

稲毛　巳楓    ｲﾅｹﾞ ｲﾌﾞｷ       チャンピオン    中学（2）16 14553

田村　亮輔    ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ       ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（2）17 14560

添田　重樹    ｿｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ       伊勢原SC        中学（1）18 14580

水野　吉晴    ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾊﾙ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（2）19 14586

大湊　圭悟    ｵｵﾐﾅﾄ ｹｲｺﾞ      ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（1）20 14586

塚本　悠悟    ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ       Ｔ＆Ｓ新発田    中学（2）21 17508

奥　　大輝    ｵｸ ﾀﾞｲｷ         東部ＳＳ        中学（1）22 21641

大島　佑互    ｵｵｼﾏ ﾕｳｺﾞ       みなとＳＳ      中学（1）23 22249

松本　翔亜    ﾏﾂﾓﾄ ﾄｱ         みなとＳＳ      中学（2）24 22249

武藤　空来    ﾑﾄｳ ｿﾗ          サンながら      中学（1）25 24161

須磨　湧希    ｽﾏ ﾕｳｷ          ﾙﾈｻﾝｽ山科       中学（1）26 26509

小東　真皓    ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ       サンスポーツ    中学（2）27 26528

佐藤　佑亮    ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ        ｲﾄﾏﾝアビコ      中学（2）28 27211

泉　　陽一    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ        イ ト マ ン     中学（1）29 27212

中野　和輝    ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ        岸和田ＳＳ      中学（2）30 27268

藤本　大貴    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ      畷学ST          中学（1）31 27602

髙橋　悠斗    ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ        ﾙﾈｻﾝｽ神戸       中学（1）32 28835

藤原　拓人    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ       ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（2）33 28921

太田原将斗    ｵｵﾀﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ      イトマン富雄    中学（1）34 29201

藤井　陽太    ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    中学（2）35 29224

藤原龍之介    ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ    アクロポート    中学（1）36 33031

野田旺太郎    ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       フィッタ松山    中学（2）37 38229

壹岐　　航    ｲｷ ﾜﾀﾙ          桜泳大牟田SS    中学（2）38 40706

寺川琉之介    ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ     ビート伊万里    中学（2）39 41121

真崎　健伸    ﾏｻｷ ｹﾝｼﾝ        マリーン鹿本    中学（1）40 43514

鎮守　真央    ﾁﾝｼﾞｭ ﾏﾋﾛ       原田学園ＳＳ    中学（2）41 46515

田浦　悠羽    ﾀｳﾗ ﾕｳﾜ         ニライＳＣ      中学（1）42 47523
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千葉　純大    ﾁﾊﾞ ｱﾂﾋﾛ        ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（2）1 04333

佐藤　　陽    ｻﾄｳ ﾊﾙ          天童ＳＳ        中学（2）2 06059

玉井　大聖    ﾀﾏｲ ﾀｲｾｲ        あかやまＳＳ    中学（2）3 08106

塚本晋太朗    ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ      タップ筑波      中学（2）4 08107

右色　琉倭    ｳｼｷ ﾙｲ          タップ龍ヶ崎    中学（2）5 08110

福田　琢磨    ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ        スウィン大宮    中学（1）6 11508

白田　翔夢    ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ       スウィン鴻巣    中学（2）7 11600

長岡　　豪    ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ       栄東            中学（2）8 11984

岡留　大和    ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ       稲毛インター    中学（2）9 12521

田嶋　直志    ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ        ｾﾝﾄﾗﾙ流山       中学（1）10 12545

森田　瑛斗    ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（1）11 12550

鳥海　哲平    ﾄﾘｳﾐ ﾃｯﾍﾟｲ      ＪＳＳ八街      中学（1）12 12587

小宮山真尋    ｺﾐﾔﾏ ﾏﾋﾛ        アクラブ調布    中学（1）13 13509

山村　一太    ﾔﾏﾑﾗ ｲﾁﾀ        ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       中学（1）14 13511

横山洸一郎    ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ     ＪＳＳ立石      中学（2）15 13528

加藤　　光    ｶﾄｳ ﾋｶﾙ         東京ＳＣ        中学（2）16 13530

横田　篤郎    ﾖｺﾀ ｱﾂﾛｳ        南光ＳＳ        中学（2）17 13649

米山　研明    ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ       ｾﾝﾄﾗﾙ南千住     中学（1）18 13654

大岩海玲大    ｵｵｲﾜ ｶﾚﾄﾞ       ｲﾄﾏﾝ富士見台    中学（2）19 13670

大幸　寛知    ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ      神奈中ＳＳ      中学（1）20 14530

大川　生流    ｵｵｶﾜ ﾊﾙ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（1）21 14560

北田　久大    ｷﾀﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（2）22 14572

小笠原侑海    ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ      イトマン港北    中学（1）23 14645

加藤慧太朗    ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ       レオＳＳ岡崎    中学（1）24 14653

清水　　悠    ｼﾐｽﾞ ﾕｳ         レオＳＳ旭      中学（2）25 14654

武藤　大晴    ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（1）26 14656

中田秀次郎    ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ    富山ＳＣ        中学（2）27 18500

鎌田望琥人    ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ        高岡ＳＣ        中学（1）28 18505

岡　　未来    ｵｶ ﾐﾗｲ          金沢ＳＣ西泉    中学（2）29 19510

村上智羽也    ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ        ＳＡ松任        中学（1）30 19528

宮崎　海里    ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾘ       浜名湖ＳＳ      中学（2）31 21820

倉橋　駿斗    ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ        岡崎竜城ＳＣ    中学（2）32 22045

山下　哲平    ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ      名鉄ＳＳ刈谷    中学（1）33 22187

和田　望実    ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ        豊橋ＳＳ        中学（2）34 22211

尾関　啓太    ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ        ＪＳＳ中川      中学（2）35 22220

清部　颯太    ｾｲﾍﾞ ﾘｮｳﾀ       岐阜西ＳＣ      中学（1）36 24191

宮田　一佐    ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ        イ ト マ ン     中学（2）37 27212

馬場　匠汰    ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ八尾      中学（1）38 27503

菅野　陽日    ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ        ＪＳＳ三木      中学（1）39 28810

栗原　悠里    ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ        ＮＳＩ神鉄      中学（2）40 28857

竹内　慶悟    ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ       武庫之荘ＳＳ    中学（2）41 28870

土谷　直樹    ﾂﾁﾀﾆ ﾅｵｷ        ｱｲﾗﾝﾄﾞ香芝      中学（2）42 29220

戸谷　柊太    ﾄﾔ ｼｭｳﾀ         パル彩の台      中学（1）43 30507

牛見　元春    ｳｼﾐ ﾓﾄﾊﾙ        周南ＳＣ        中学（2）44 35208

隈部　飛鵬    ｸﾏﾍﾞ ﾀｶﾄﾓ       アレスト八代    中学（2）45 43518

高橋　　功    ﾀｶﾊｼ ｺｳ         ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（2）46 44163
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千葉　純大    ﾁﾊﾞ ｱﾂﾋﾛ        ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（2）1 04333

佐藤　　陽    ｻﾄｳ ﾊﾙ          天童ＳＳ        中学（2）2 06059

玉井　大聖    ﾀﾏｲ ﾀｲｾｲ        あかやまＳＳ    中学（2）3 08106

松下　知之    ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ       ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（2）4 09530

福田　琢磨    ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ        スウィン大宮    中学（1）5 11508

手塚　俊輔    ﾃﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ      スウィン熊谷    中学（2）6 11525

佐久間唯人    ｻｸﾏ ﾕｲﾄ         アテナＡＭＣ    中学（2）7 11559

西潟　崚大    ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ      スウィン埼玉    中学（2）8 11585

白田　翔夢    ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ       スウィン鴻巣    中学（2）9 11600

長岡　　豪    ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ       栄東            中学（2）10 11984

岡留　大和    ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ       稲毛インター    中学（2）11 12521

森田　瑛斗    ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（1）12 12550

横山洸一郎    ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ     ＪＳＳ立石      中学（2）13 13528

加藤　　光    ｶﾄｳ ﾋｶﾙ         東京ＳＣ        中学（2）14 13530

水町龍太郎    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ    ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）15 13557

髙橋　利駆    ﾀｶﾊｼ ﾘｸ         マリン西新井    中学（1）16 13573

森山　　昊    ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ         ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       中学（2）17 13582

中山　三鳳    ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ       ｲﾄﾏﾝ上石神井    中学（2）18 13584

大岩海玲大    ｵｵｲﾜ ｶﾚﾄﾞ       ｲﾄﾏﾝ富士見台    中学（2）19 13670

大野　朝陽    ｵｵﾉ ｱｻﾋ         ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎     中学（2）20 14508

大幸　寛知    ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ      神奈中ＳＳ      中学（1）21 14530

田中　大翔    ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ         神奈中ＳＳ      中学（2）22 14530

大塚　　心    ｵｵﾂｶ ｼﾝ         神奈中ＳＳ      中学（2）23 14530

大川　生流    ｵｵｶﾜ ﾊﾙ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（1）24 14560

阿部　力樹    ｱﾍﾞ ﾘｷ          ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）25 14572

北田　久大    ｷﾀﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（2）26 14572

清水　　悠    ｼﾐｽﾞ ﾕｳ         レオＳＳ旭      中学（2）27 14654

武藤　大晴    ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（1）28 14656

中田秀次郎    ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ    富山ＳＣ        中学（2）29 18500

鎌田望琥人    ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ        高岡ＳＣ        中学（1）30 18505

岡　　未来    ｵｶ ﾐﾗｲ          金沢ＳＣ西泉    中学（2）31 19510

天野　柚琉    ｱﾏﾉ ﾕｽﾞﾙ        深谷ＳＣ浜松    中学（2）32 21805

宮崎　海里    ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾘ       浜名湖ＳＳ      中学（2）33 21820

倉橋　駿斗    ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ        岡崎竜城ＳＣ    中学（2）34 22045

和田　望実    ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ        豊橋ＳＳ        中学（2）35 22211

尾関　啓太    ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ        ＪＳＳ中川      中学（2）36 22220

梅村　已織    ｳﾒﾑﾗ ｲｵﾘ        ＪＳＳ中川      中学（2）37 22220

勝川　　優    ｶﾂｶﾜ ﾕｳ         名鉄ＳＳ岩倉    中学（2）38 22271

山田　晃大    ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ        岐阜ＳＳ        中学（2）39 24079

三笠　智瑛    ﾐｶｻ ﾄﾓｱｷ        イトマン京都    中学（2）40 26539

村上　奨悟    ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ      コナミ香里園    中学（1）41 27278

山口　哩駈    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ        ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川      中学（2）42 27368

馬場　匠汰    ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ八尾      中学（1）43 27503

菅野　陽日    ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ        ＪＳＳ三木      中学（1）44 28810

山口　遥穂    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ       イトマン西宮    中学（1）45 28820

栗原　悠里    ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ        ＮＳＩ神鉄      中学（2）46 28857

竹内　慶悟    ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ       武庫之荘ＳＳ    中学（2）47 28870

大山　祥史    ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ       ＪＳＳ富雄      中学（2）48 29207

金田　陽光    ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾋ        Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ       中学（2）49 29226

戸谷　柊太    ﾄﾔ ｼｭｳﾀ         パル彩の台      中学（1）50 30507
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山﨑　　慧    ﾔﾏｻｷ ｹｲ         ジャパン高松    中学（2）51 36501

上原　佳悟    ｳｴﾊﾗ ｹｲｺﾞ       ＷＡＭＳＴ      中学（2）52 36810

ウォーターズ誠 ｳｫｰﾀｰｽﾞ ｾｲｼﾞ    大野城ＳＣ      中学（2）53 40503

隈部　飛鵬    ｸﾏﾍﾞ ﾀｶﾄﾓ       アレスト八代    中学（2）54 43518

高橋　　功    ﾀｶﾊｼ ｺｳ         ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（2）55 44163
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諏訪　遥希    ｽﾜ ﾊﾙｷ          ＪＳＳ岩見沢    中学（2）1 01163

髙清水優大    ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ    大館ＳＳ        中学（2）2 05100

斎藤　彗玖    ｻｲﾄｳ ｴｸ         秋田ＳＳ        中学（1）3 05513

佐藤　隆晴    ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ       鶴岡ＳＣ        中学（2）4 06033

山田　陸人    ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ        SW大教いわき    中学（2）5 07822

大野　心聖    ｵｵﾉ ｷﾖﾏ         あかやまＳＳ    中学（1）6 08106

伏木　晃司    ﾌｼｷ ｺｳｼ         Ａ・セレーナ    中学（1）7 08126

阿部　匠真    ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ         西那須ｲﾝﾀｰ      中学（1）8 09510

榊原　渉生    ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾐ      スウィン館林    中学（1）9 10521

福田　達也    ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ        グンゼＳ前橋    中学（1）10 10550

吉永　隼毅    ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ     野間SS大泉      中学（2）11 10568

大野　悠真    ｵｵﾉ ﾕｳﾏ         アテナＡＭＣ    中学（1）12 11559

園田　陽大    ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ        スウィン加須    中学（1）13 11573

細沼　弘輔    ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ       スウィン埼玉    中学（1）14 11585

岩見　俊祐    ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ       スウィン鷲宮    中学（1）15 11602

萱沼　快人    ｶﾔﾇﾏ ｶｲﾄ        ｽｳｨﾝみよし      中学（2）16 11628

川野　博大    ｶﾜﾉ ﾋﾛｵ         ｽｳｨﾝみよし      中学（2）17 11628

清水　幸輝    ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ        スウィン浦和    中学（1）18 11634

上田　颯太    ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ        ｾﾝﾄﾗﾙ志木       中学（2）19 11653

光永　翔音    ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ     ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    中学（2）20 12550

米山　和貴    ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ       江戸川ＳＳ      中学（1）21 13503

角　　結徳    ｽﾐ ﾕｲﾄ          ＪＳＳ立石      中学（1）22 13528

髙尾　彬理    ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         三菱養和ＳＳ    中学（2）23 13552

岡田　凌平    ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ      ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）24 13560

福田　乃斗    ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ        ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       中学（2）25 13582

大島　統偉    ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ        ｾﾝﾄﾗﾙ成城       中学（1）26 13600

葛西　颯玖    ｶｻｲ ｿｳｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（2）27 13622

鴨志田侑人    ｶﾓｼﾀﾞ ﾕｳﾄ       I.S.F           中学（2）28 13638

上川　颯斗    ｶﾐｶﾜ ﾊﾔﾄ        ｾﾝﾄﾗﾙ南千住     中学（2）29 13654

脇山　　俊    ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ        ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（2）30 13657

内野　　隼    ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ         ｻｷﾞﾇﾏSCM        中学（2）31 14500

髙下　瑠唯    ﾀｶｼﾀ ﾙｲ         湘南ＳＳ        中学（2）32 14506

藤林　大耀    ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ    ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）33 14572

水野　吉晴    ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾊﾙ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（2）34 14586

本間　海翔    ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（1）35 14628

泉水　　怜    ｾﾝｽｲ ﾚｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       中学（2）36 14635

風間　心来    ｶｻﾞﾏ ﾐﾗｲ        ﾌﾞﾙｰｱｰｽ石和     中学（1）37 15507

伊藤　大羅    ｲﾄｳ ｵｵﾗ         ＩＳＣ飯田      中学（2）38 16522

綱嶋　佑企    ﾂﾅｼﾏ ﾕｳｷ        ナガデン中野    中学（1）39 16540

塚本　悠悟    ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ       Ｔ＆Ｓ新発田    中学（2）40 17508

鎌田望琥人    ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ        高岡ＳＣ        中学（1）41 18505

木川　友来    ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ        ｿﾗｰﾚ東洋        中学（2）42 19521

中西　春稀    ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｷ        RSC富士         中学（2）43 21603

奥　　大輝    ｵｸ ﾀﾞｲｷ         東部ＳＳ        中学（1）44 21641

岡田　弘斗    ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ        コナミ豊田      中学（2）45 22027

武内　佑緯    ﾌﾞﾅｲ ﾕｳｲ        コナミ蒲郡      中学（2）46 22209

西尾亮太朗    ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ      名鉄ＳＳ半田    中学（2）47 22225

土方　遥斗    ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ       平針ＳＳ        中学（1）48 22294

四戸　玲士    ｼﾉﾍ ﾚｲ          岐阜ＳＣ        中学（2）49 24040

伊豆原　旦    ｲｽﾞﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ      ﾙﾈｻﾝｽ岐阜       中学（1）50 24363
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川中鼓太郎    ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ       コナミ伏見      中学（1）51 26505

須磨　湧希    ｽﾏ ﾕｳｷ          ﾙﾈｻﾝｽ山科       中学（1）52 26509

中村　啓将    ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ      イトマン京都    中学（1）53 26539

高嶋　悠雅    ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ       イ ト マ ン     中学（2）54 27212

森本　耕太    ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ        イ ト マ ン     中学（2）55 27212

後藤　晃太    ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ        イ ト マ ン     中学（1）56 27212

田中廉汰朗    ﾀﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ       イトマン滝谷    中学（2）57 27255

江夏　　遼    ｴﾅﾂ ﾘｮｳ         ＪＳＳエビス    中学（1）58 27377

辻　　翔太    ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ        星田ＳＳ        中学（1）59 27398

西川　翔己    ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ       姫路スポーツ    中学（1）60 28822

山岡　大晟    ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ       コナミ西宮      中学（2）61 28824

山本　　琉    ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    中学（2）62 29224

福家　優陸    ﾌｹ ﾕｳﾘ          Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ       中学（2）63 29226

有本凜迦一    ｱﾘﾓﾄ ﾘﾝｶｲ       パルワカヤマ    中学（1）64 30501

上杉　了以    ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ      ＪＳＳ米子      中学（2）65 31504

岡本　　将    ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ        オーバル総社    中学（2）66 33028

秋山　宗凛    ｱｷﾔﾏ ｿｳﾘ        アクロポート    中学（1）67 33031

高岡　晃大    ﾀｶｵｶ ｺｳﾀ        周南ＳＣ        中学（2）68 35208

後藤　凰舞    ｺﾞﾄｳ ｵｵﾏ        KSGSSS岩国      中学（1）69 35241

金田　浩聖    ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       ファイブテン    中学（1）70 38216

山本　海利    ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ        コナミ高知      中学（1）71 39500

牧　廉太郎    ﾏｷ ﾚﾝﾀﾛｳ        ﾙﾈｻﾝｽ西新       中学（1）72 40536

久津輪　心    ｸﾂﾜ ｼﾝ          桜泳大牟田SS    中学（1）73 40706

岩永　吉平    ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ     ビート伊万里    中学（2）74 41121

岩﨑　基晴    ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾊﾙ       ビート松浦      中学（2）75 42352

大久保和温    ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ       荒尾水教        中学（2）76 43512

江上　　魁    ｴｶﾞﾐ ｶｲ         はるおか熊本    中学（1）77 43542

辻　　大地    ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ        マリーン大津    中学（1）78 43825

松井　理宇    ﾏﾂｲ ﾘｳ          西日本宮崎      中学（2）79 45058

西小野泰志    ﾆｼｵﾉ ﾀｲｼ        メルヘン姶良    中学（1）80 46545

本渡　星宇    ﾎﾝﾄﾞ ｼｮｳ        ｾｲｶKAMOIKE      中学（2）81 46555
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河野　通虎    ｺｳﾉ ﾐﾁﾄﾗ        ＪＳＳあい里    中学（1）1 01141

佐藤　隆晴    ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ       鶴岡ＳＣ        中学（2）2 06033

伏木　晃司    ﾌｼｷ ｺｳｼ         Ａ・セレーナ    中学（1）3 08126

新井　蓮音    ｱﾗｲ ﾚｵﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮     中学（2）4 09507

村上　圭吾    ﾑﾗｶﾐ ｹｲｺﾞ       ｽｳｨﾝ大田原      中学（1）5 09514

吉永　隼毅    ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ     野間SS大泉      中学（2）6 10568

園田　陽大    ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ        スウィン加須    中学（1）7 11573

細沼　弘輔    ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ       スウィン埼玉    中学（1）8 11585

川野　博大    ｶﾜﾉ ﾋﾛｵ         ｽｳｨﾝみよし      中学（2）9 11628

町山　哲太    ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ        ＥＡＳＴ        中学（1）10 12559

髙尾　彬理    ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         三菱養和ＳＳ    中学（2）11 13552

石井　健大    ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ        ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）12 13560

牧野　隼大    ﾏｷﾉ ｼｭﾝﾀ        ドーム巣鴨      中学（2）13 13569

福田　乃斗    ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ        ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       中学（2）14 13582

荒川　航汰    ｱﾗｶﾜ ｺｳﾀ        新代田ＳＳ      中学（1）15 13602

鴨志田侑人    ｶﾓｼﾀﾞ ﾕｳﾄ       I.S.F           中学（2）16 13638

脇山　　俊    ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ        ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（2）17 13657

髙下　瑠唯    ﾀｶｼﾀ ﾙｲ         湘南ＳＳ        中学（2）18 14506

藤林　大耀    ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ    ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）19 14572

白井　　樹    ｼﾗｲ ｲﾂｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     中学（2）20 14586

風間　心来    ｶｻﾞﾏ ﾐﾗｲ        ﾌﾞﾙｰｱｰｽ石和     中学（1）21 15507

木川　友来    ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ        ｿﾗｰﾚ東洋        中学（2）22 19521

中西　春稀    ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｷ        RSC富士         中学（2）23 21603

岡田　弘斗    ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ        コナミ豊田      中学（2）24 22027

西尾亮太朗    ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ      名鉄ＳＳ半田    中学（2）25 22225

土方　遥斗    ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ       平針ＳＳ        中学（1）26 22294

四戸　玲士    ｼﾉﾍ ﾚｲ          岐阜ＳＣ        中学（2）27 24040

森本　耕太    ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ        イ ト マ ン     中学（2）28 27212

江夏　　遼    ｴﾅﾂ ﾘｮｳ         ＪＳＳエビス    中学（1）29 27377

山岡　大晟    ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ       コナミ西宮      中学（2）30 28824

小池　貴之    ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ        ﾙﾈｻﾝｽ神戸       中学（2）31 28835

上杉　了以    ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ      ＪＳＳ米子      中学（2）32 31504

秋山　宗凛    ｱｷﾔﾏ ｿｳﾘ        アクロポート    中学（1）33 33031

高岡　晃大    ﾀｶｵｶ ｺｳﾀ        周南ＳＣ        中学（2）34 35208

後藤　凰舞    ｺﾞﾄｳ ｵｵﾏ        KSGSSS岩国      中学（1）35 35241

加藤　雄大    ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        ＭＧ瀬戸内      中学（2）36 38212

菊地　裕斗    ｷｸﾁ ﾕｳﾄ         ＫＳＧ太宰府    中学（1）37 40510

久保田心愛    ｸﾎﾞﾀ ｺｺｱ        はるおか赤間    中学（2）38 40517

久津輪　心    ｸﾂﾜ ｼﾝ          桜泳大牟田SS    中学（1）39 40706

岩永　吉平    ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ     ビート伊万里    中学（2）40 41121

西小野泰志    ﾆｼｵﾉ ﾀｲｼ        メルヘン姶良    中学（1）41 46545
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後藤　太獅    ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ        アシスト        中学（2）1 04317

佐藤竜之介    ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ      ニスポ仙台南    中学（1）2 04335

鈴木　大斗    ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ       秋田ＡＣ        中学（1）3 05400

浅井翔大郎    ｱｻｲ ｼｮｳﾀﾛｳ      ＳＡ水戸        中学（2）4 08105

松下　知之    ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ       ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（2）5 09530

入江　秀行    ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ       ｽｳｨﾝふじみ野    中学（2）6 11619

渡辺　響介    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ     ＣＡＣ勝田台    中学（2）7 12508

町山　哲太    ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ        ＥＡＳＴ        中学（1）8 12559

今村　陽向    ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ        日大豊山中学    中学（2）9 13422

中川　雅嗣    ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ     田柄ＳＣ        中学（2）10 13524

髙尾　彬理    ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         三菱養和ＳＳ    中学（2）11 13552

水町龍太郎    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ    ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）12 13557

荒川　航汰    ｱﾗｶﾜ ｺｳﾀ        新代田ＳＳ      中学（1）13 13602

石田幸之輔    ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ      ＳＡＴ雪ヶ谷    中学（1）14 13603

葛西　颯玖    ｶｻｲ ｿｳｷ         ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（2）15 13622

荒井　怜央    ｱﾗｲ ﾚｵ          ﾙﾈｻﾝｽ淵野辺     中学（1）16 14504

千葉　稜生    ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ       ヨコハマＳＣ    中学（1）17 14518

風間　陽太    ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ        相模原ＤＣ      中学（1）18 14521

田中　大翔    ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ         神奈中ＳＳ      中学（2）19 14530

大塚　　心    ｵｵﾂｶ ｼﾝ         神奈中ＳＳ      中学（2）20 14530

大川　生流    ｵｵｶﾜ ﾊﾙ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中学（1）21 14560

阿部　力樹    ｱﾍﾞ ﾘｷ          ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）22 14572

田中　捷太    ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ        アクシー亀田    中学（1）23 17572

岡　　未来    ｵｶ ﾐﾗｲ          金沢ＳＣ西泉    中学（2）24 19510

山本　将仁    ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ       金沢ＳＣ西泉    中学（2）25 19510

岩村　航佑    ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ       岡崎竜城ＳＣ    中学（2）26 22045

西川　我咲    ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ        ＫＬ春日井      中学（1）27 22169

土方　遥斗    ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ       平針ＳＳ        中学（1）28 22294

加藤　　涼    ｶﾄｳ ﾘｮｳ         MBSｻﾝﾊﾟｰｸ       中学（2）29 23080

原田宗太郎    ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ      コパン可児      中学（2）30 24138

岡本　龍平    ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ      イトマン大津    中学（2）31 25310

中村　啓将    ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ      イトマン京都    中学（1）32 26539

宇野　舜哉    ｳﾉ ｼｭﾝﾔ         枚方ＳＳ        中学（2）33 27327

木村　瞬弥    ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ        ＪＳＳ東花園    中学（2）34 27346

山口　哩駈    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ        ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川      中学（2）35 27368

馬場　匠汰    ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ       ＪＳＳ八尾      中学（1）36 27503

小池　貴之    ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ        ﾙﾈｻﾝｽ神戸       中学（2）37 28835

戸谷　柊太    ﾄﾔ ｼｭｳﾀ         パル彩の台      中学（1）38 30507

秋山　宗凛    ｱｷﾔﾏ ｿｳﾘ        アクロポート    中学（1）39 33031

藤井　祐志    ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼ        三次ＳＣ        中学（1）40 34051

山﨑　　慧    ﾔﾏｻｷ ｹｲ         ジャパン高松    中学（2）41 36501

菊地　裕斗    ｷｸﾁ ﾕｳﾄ         ＫＳＧ太宰府    中学（1）42 40510

市丸　愛翔    ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    中学（1）43 41058

岩永　吉平    ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ     ビート伊万里    中学（2）44 41121

高橋　　功    ﾀｶﾊｼ ｺｳ         ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       中学（2）45 44163

久村　一惺    ｸﾑﾗ ｲｯｾｲ        Nb沖縄          中学（1）46 47512
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後藤　太獅    ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ        アシスト        中学（2）1 04317

鈴木　大斗    ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ       秋田ＡＣ        中学（1）2 05400

松下　知之    ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ       ｽｳｨﾝ宇都宮      中学（2）3 09530

入江　秀行    ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ       ｽｳｨﾝふじみ野    中学（2）4 11619

川野　博大    ｶﾜﾉ ﾋﾛｵ         ｽｳｨﾝみよし      中学（2）5 11628

三枝　春陽    ｻｴｸﾞｻ ﾊﾙﾋ       ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       中学（2）6 12501

渡辺　響介    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ     ＣＡＣ勝田台    中学（2）7 12508

町山　哲太    ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ        ＥＡＳＴ        中学（1）8 12559

今村　陽向    ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ        日大豊山中学    中学（2）9 13422

中川　雅嗣    ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ     田柄ＳＣ        中学（2）10 13524

川崎　翔暉    ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ       東京ＳＣ        中学（2）11 13530

水町龍太郎    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ    ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）12 13557

荒川　航汰    ｱﾗｶﾜ ｺｳﾀ        新代田ＳＳ      中学（1）13 13602

千葉　稜生    ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ       ヨコハマＳＣ    中学（1）14 14518

風間　陽太    ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ        相模原ＤＣ      中学（1）15 14521

大幸　寛知    ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ      神奈中ＳＳ      中学（1）16 14530

田中　大翔    ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ         神奈中ＳＳ      中学（2）17 14530

大塚　　心    ｵｵﾂｶ ｼﾝ         神奈中ＳＳ      中学（2）18 14530

阿部　力樹    ｱﾍﾞ ﾘｷ          ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）19 14572

堀内　　光    ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ        アクシー亀田    中学（1）20 17572

田中　捷太    ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ        アクシー亀田    中学（1）21 17572

松居　颯真    ﾏﾂｲ ｿｳﾏ         ナントＳＣ      中学（1）22 18504

山本　将仁    ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ       金沢ＳＣ西泉    中学（2）23 19510

岡田　弘斗    ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ        コナミ豊田      中学（2）24 22027

西川　我咲    ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ        ＫＬ春日井      中学（1）25 22169

加藤　　涼    ｶﾄｳ ﾘｮｳ         MBSｻﾝﾊﾟｰｸ       中学（2）26 23080

鈴木　星亜    ｽｽﾞｷ ｾｲｱ        ＪＳＳ松阪      中学（2）27 23087

原田宗太郎    ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ      コパン可児      中学（2）28 24138

岡本　龍平    ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ      イトマン大津    中学（2）29 25310

宇野　舜哉    ｳﾉ ｼｭﾝﾔ         枚方ＳＳ        中学（2）30 27327

木村　瞬弥    ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ        ＪＳＳ東花園    中学（2）31 27346

山口　哩駈    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ        ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川      中学（2）32 27368

竹内　慶悟    ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ       武庫之荘ＳＳ    中学（2）33 28870

山本　頼知    ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ        こうでら        中学（2）34 28883

北本　悠介    ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ       Aq相生          中学（2）35 28904

竹内　聖人    ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ        オーバル総社    中学（2）36 33028

藤井　祐志    ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼ        三次ＳＣ        中学（1）37 34051

山﨑　　慧    ﾔﾏｻｷ ｹｲ         ジャパン高松    中学（2）38 36501

菊地　裕斗    ｷｸﾁ ﾕｳﾄ         ＫＳＧ太宰府    中学（1）39 40510

市丸　愛翔    ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    中学（1）40 41058
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吉田　琴音    ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾈ        イトマン函館    中学（2）1 01153

工藤　夢桜    ｸﾄﾞｳ ﾕﾗ         ＪＳＳ北上      中学（1）2 03504

髙橋　　凛    ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ秋田       中学（1）3 05403

小牧　彩音    ｺﾏｷ ｱﾔﾈ         ユアー蕨        中学（1）4 11603

白井　　遥    ｼﾗｲ ﾊﾙｶ         RIDGEND         中学（2）5 11644

畑　　遥花    ﾊﾀ ﾊﾙｶ          ＪＳＳ大原      中学（1）6 12580

澤　　響花    ｻﾜ ｷｮｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       中学（2）7 13511

ロイド珠里亜  ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ      東京ＳＣ        中学（1）8 13530

上垣こころ    ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ       東京ＳＣ        中学（2）9 13530

加藤　結音    ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ         藤村ＳＳ        中学（1）10 13541

松井　亜美    ﾏﾂｲ ｱﾐ          藤村ＳＳ        中学（2）11 13541

西場　天子    ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ        Ｓｔｙｌｅ１    中学（1）12 13542

田村　真優    ﾀﾑﾗ ﾏﾕ          ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）13 13560

谷　ことみ    ﾀﾆ ｺﾄﾐ          ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       中学（1）14 13582

丸岡　希星    ﾏﾙｵｶ ｷﾗﾗ        I.S.F           中学（2）15 13638

鈴木　里菜    ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         成増ロンド      中学（1）16 13653

長谷川朱里    ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ       ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（1）17 13657

山内　真凛    ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（1）18 13694

蜂屋　陽萌    ﾊﾁﾔ ﾐﾓ          Ｔ・HIRO'S      中学（1）19 13695

首藤　優里    ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ       トピーアヤセ    中学（1）20 14550

梶ヶ谷菜々    ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾅﾅ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       中学（1）21 14572

溝口　歩優    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ       ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     中学（2）22 14574

望月　永遠    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾜ        横浜サクラ      中学（1）23 14579

鈴木　莉緒    ｽｽﾞｷ ﾘｵ         ATSC.YW         中学（2）24 14631

渡部　飛鳥    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ       ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       中学（1）25 14635

川又　彩乃    ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ        イトマン港北    中学（1）26 14645

吉川　千遥    ﾖｼｶﾜ ﾁﾊﾙ        ﾙﾈｻﾝｽ港南台     中学（2）27 14647

澤﨑　舞衣    ｻﾜｻﾞｷ ﾏｲ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（1）28 14656

矢ヶ﨑楓来    ﾔｶﾞｻｷ ｶｴﾗ       フィッツ甲府    中学（2）29 15511

多田　茉凛    ﾀﾀﾞ ﾏﾘﾝ         ＪＳＳ長岡      中学（2）30 17503

山田　妃夏    ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ        ＪＳＳ長岡      中学（1）31 17503

本間　彩桜    ﾎﾝﾏ ｻｵ          アクシー巻      中学（1）32 17544

宮本　　葵    ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ        ＳＡ小矢部      中学（1）33 18518

大嶽　杏奈    ｵｵﾀﾞｹ ｱﾝﾅ       ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中学（1）34 21601

鈴木　月渚    ｽｽﾞｷ ﾙﾅ         東部ＳＳ        中学（2）35 21641

杉本らいむ    ｽｷﾞﾓﾄ ﾗｲﾑ       ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（2）36 22104

伊東　開耶    ｲﾄｳ ｻｸﾔ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（1）37 22104

渡辺　真央    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ        Ｖトピア一宮    中学（1）38 22213

米田　愛菜    ﾒﾀ ｱｲﾅ          みなとＳＳ      中学（1）39 22249

奥村　日菜    ｵｸﾑﾗ ﾋﾅﾉ        ＪＳＳ白子      中学（2）40 23096

村上　愛花    ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ        ゆめパレア      中学（2）41 26561

木下　妃魚    ｷﾉｼﾀ ﾋｦ         イ ト マ ン     中学（2）42 27212

平野結伊子    ﾋﾗﾉ ﾕｲｺ         ＫＳＣ千里      中学（1）43 27281

南　　緩菜    ﾐﾅﾐ ｶﾝﾅ         ＭＧ泉南        中学（2）44 27388

浅尾萌々香    ｱｻｵ ﾓﾓｶ         コナミ西宮      中学（2）45 28824

木村　陽香    ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ         コナミ西宮      中学（1）46 28824

西雄　愛莉    ﾆｼｵ ｱｲﾘ         ＳＵＮ網干      中学（2）47 28872

濱野　美海    ﾊﾏﾉ ﾐｳ          ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ      中学（2）48 30511

煙草谷さくら  ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ      周南ＳＣ        中学（2）49 35208

岡野　未美    ｵｶﾉ ﾐﾐ          KSGSSS宇部      中学（2）50 35210
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西岡　泉美    ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       南海ＤＣ        中学（1）51 38208

前田　唯菜    ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ        コミュニティ    中学（2）52 38311

戎　　真花    ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        コミュニティ    中学（2）53 38311

池崎　心春    ｲｹｻﾞｷ ｺﾊﾙ       コナミ徳力      中学（2）54 40604

髙平　亜美    ﾀｶﾋﾗ ｱﾐ         ＫＳＧときわ    中学（1）55 40606

大嶋　千桜    ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ        アレスト八代    中学（2）56 43518
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和賀　　結    ﾜｶﾞ ﾕｲ          ＪＳＳ北上      中学（1）1 03504

髙橋　　凛    ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ秋田       中学（1）2 05403

井上　葵陽    ｲﾉｳｴ ｱﾔ         SW大教小名浜    中学（2）3 07828

松村　　瞳    ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ        あかやまＳＳ    中学（1）4 08106

阿部日奈多    ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ         イトマン守谷    中学（2）5 08127

柴田　結衣    ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         コナミ北浦和    中学（1）6 11539

山本　結月    ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ       スウィン埼玉    中学（1）7 11585

橋本　沙希    ﾊｼﾓﾄ ｻｷ         ユアー蕨        中学（1）8 11603

畑　　遥花    ﾊﾀ ﾊﾙｶ          ＪＳＳ大原      中学（1）9 12580

竹澤　瑠珂    ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ        東京ＳＣ        中学（1）10 13530

秋原　埜安    ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        東京ＳＣ        中学（2）11 13530

上垣こころ    ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ       東京ＳＣ        中学（2）12 13530

松井　亜美    ﾏﾂｲ ｱﾐ          藤村ＳＳ        中学（2）13 13541

加藤　結音    ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ         藤村ＳＳ        中学（1）14 13541

内藤　花音    ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ        アクラブ三鷹    中学（2）15 13553

田村　真優    ﾀﾑﾗ ﾏﾕ          ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）16 13560

正富　優佳    ﾏｻﾄﾐ ﾕｳｶ        新代田ＳＳ      中学（1）17 13602

鈴木　遙夏    ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（2）18 13622

荒木　祥花    ｱﾗｷ ﾖｼｶ         MTR             中学（1）19 13630

山﨑　くみ    ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾐ        南光ＳＳ        中学（2）20 13649

鈴木　里菜    ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         成増ロンド      中学（1）21 13653

山内　真凛    ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（1）22 13694

蜂屋　陽萌    ﾊﾁﾔ ﾐﾓ          Ｔ・HIRO'S      中学（1）23 13695

首藤　優里    ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ       トピーアヤセ    中学（1）24 14550

溝口　歩優    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ       ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     中学（2）25 14574

望月　永遠    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾜ        横浜サクラ      中学（1）26 14579

鈴木　琴心    ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）27 14617

鈴木　莉緒    ｽｽﾞｷ ﾘｵ         ATSC.YW         中学（2）28 14631

笹目　南帆    ｻｻﾒ ﾅﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       中学（2）29 14635

吉川　千遥    ﾖｼｶﾜ ﾁﾊﾙ        ﾙﾈｻﾝｽ港南台     中学（2）30 14647

澤﨑　舞衣    ｻﾜｻﾞｷ ﾏｲ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（1）31 14656

鈴木　月渚    ｽｽﾞｷ ﾙﾅ         東部ＳＳ        中学（2）32 21641

伊東　開耶    ｲﾄｳ ｻｸﾔ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（1）33 22104

杉本らいむ    ｽｷﾞﾓﾄ ﾗｲﾑ       ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（2）34 22104

奥村　日菜    ｵｸﾑﾗ ﾋﾅﾉ        ＪＳＳ白子      中学（2）35 23096

上田　愛子    ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ        コナミ八幡      中学（1）36 26559

村上　愛花    ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ        ゆめパレア      中学（2）37 26561

奥園　心咲    ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ        枚方ＳＳ        中学（2）38 27327

野田　　愛    ﾉﾀﾞ ｱｲ          ジェル北野田    中学（1）39 27357

浅尾萌々香    ｱｻｵ ﾓﾓｶ         コナミ西宮      中学（2）40 28824

濱野　美海    ﾊﾏﾉ ﾐｳ          ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ      中学（2）41 30511

青井みのり    ｱｵｲ ﾐﾉﾘ         レイＳＣ岡山    中学（2）42 33011

冨永　亜海    ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ        周南ＳＣ        中学（2）43 35208

煙草谷さくら  ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ      周南ＳＣ        中学（2）44 35208

岡野　未美    ｵｶﾉ ﾐﾐ          KSGSSS宇部      中学（2）45 35210

西岡　泉美    ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       南海ＤＣ        中学（1）46 38208

髙田　深晴    ﾀｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    中学（2）47 40529

髙平　亜美    ﾀｶﾋﾗ ｱﾐ         ＫＳＧときわ    中学（1）48 40606

大塚　優花    ｵｵﾂｶ ﾕｳｶ        KSG福岡ｶﾎSS     中学（2）49 40802

太田　紗彩    ｵｵﾀ ｻｱﾔ         佐々ＳＳ        中学（2）50 42347
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大嶋　千桜    ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ        アレスト八代    中学（2）51 43518
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和賀　　結    ﾜｶﾞ ﾕｲ          ＪＳＳ北上      中学（1）1 03504

髙橋　　凛    ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ秋田       中学（1）2 05403

遠藤　咲来    ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ       マイティ米沢    中学（1）3 06055

松村　　瞳    ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ        あかやまＳＳ    中学（1）4 08106

阿部日奈多    ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ         イトマン守谷    中学（2）5 08127

青木　虹光    ｱｵｷ ﾆｺ          ビート高崎      中学（2）6 10507

古江　花帆    ﾌﾙｴ ｶﾎ          スウィン北本    中学（2）7 11518

柴田　結衣    ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         コナミ北浦和    中学（1）8 11539

兼岡　楓菜    ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ        コナミ北浦和    中学（2）9 11539

坂巻　奈央    ｻｶﾏｷ ﾅｵ         スウィン埼玉    中学（1）10 11585

髙橋　彩加    ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ        スウィン埼玉    中学（1）11 11585

山本　結月    ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ       スウィン埼玉    中学（1）12 11585

橋本　沙希    ﾊｼﾓﾄ ｻｷ         ユアー蕨        中学（1）13 11603

小林　遙那    ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ       ユアー蕨        中学（1）14 11603

畑　　遥花    ﾊﾀ ﾊﾙｶ          ＪＳＳ大原      中学（1）15 12580

秋原　埜安    ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        東京ＳＣ        中学（2）16 13530

竹澤　瑠珂    ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ        東京ＳＣ        中学（1）17 13530

内藤　花音    ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ        アクラブ三鷹    中学（2）18 13553

田村　真優    ﾀﾑﾗ ﾏﾕ          ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中学（2）19 13560

小倉　愛加    ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬    中学（2）20 13564

坂倉　花南    ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     中学（2）21 13580

山﨑　くみ    ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾐ        南光ＳＳ        中学（2）22 13649

蜂屋　陽萌    ﾊﾁﾔ ﾐﾓ          Ｔ・HIRO'S      中学（1）23 13695

永池　　叶    ﾅｶﾞｲｹ ｶﾅｳ       NECGSC玉川      中学（2）24 14505

藤原　　杏    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓ        東急ＳＣ        中学（2）25 14547

首藤　優里    ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ       トピーアヤセ    中学（1）26 14550

鈴木　　遙    ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ        コナミ青葉台    中学（2）27 14559

溝口　歩優    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ       ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     中学（2）28 14574

鈴木　琴心    ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）29 14617

鈴木　莉緒    ｽｽﾞｷ ﾘｵ         ATSC.YW         中学（2）30 14631

笹目　南帆    ｻｻﾒ ﾅﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       中学（2）31 14635

坂爪　　晴    ｻｶﾂﾒ ﾊﾙ         アクシー東      中学（2）32 17505

杉本　妃鞠    ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ       新潟水泳協会    中学（2）33 17530

中池　菜緒    ﾅｶｲｹ ﾅｵ         金沢SC中林      中学（2）34 19539

大嶽　杏奈    ｵｵﾀﾞｹ ｱﾝﾅ       ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中学（1）35 21601

鈴木　月渚    ｽｽﾞｷ ﾙﾅ         東部ＳＳ        中学（2）36 21641

豊田　琉愛    ﾄﾖﾀﾞ ﾙﾅ         磐田カルチャ    中学（2）37 21812

山口　愛華    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ       東邦ＳＣ        中学（1）38 22062

米田　愛菜    ﾒﾀ ｱｲﾅ          みなとＳＳ      中学（1）39 22249

花山　彩良    ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ         イトマン名張    中学（2）40 23091

安達　真美    ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ         ＹＵＲＩＳＳ    中学（2）41 26527

小野　春花    ｵﾉ ﾊﾙｶ          ＫＴＶ豊中      中学（2）42 27223

奥園　心咲    ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ        枚方ＳＳ        中学（2）43 27327

板谷　紗瑛    ｲﾀﾀﾆ ｻｴ         イトマン神戸    中学（2）44 28815

田村　朱里    ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ         ＮＳＩ          中学（1）45 28840

冨永　亜海    ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ        周南ＳＣ        中学（2）46 35208

西岡　泉美    ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       南海ＤＣ        中学（1）47 38208

戎　　真花    ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        コミュニティ    中学（2）48 38311

髙田　深晴    ﾀｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    中学（2）49 40529
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青木　虹光    ｱｵｷ ﾆｺ          ビート高崎      中学（2）1 10507

古江　花帆    ﾌﾙｴ ｶﾎ          スウィン北本    中学（2）2 11518

山本　結月    ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ       スウィン埼玉    中学（1）3 11585

橋本　沙希    ﾊｼﾓﾄ ｻｷ         ユアー蕨        中学（1）4 11603

西野　沙耶    ﾆｼﾉ ｻﾔ          スウィン美園    中学（1）5 11659

内田　百奏    ｳﾁﾀﾞ ﾎﾉｶ        ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      中学（2）6 12604

竹澤　瑠珂    ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ        東京ＳＣ        中学（1）7 13530

坂倉　花南    ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     中学（2）8 13580

片岡実乃里    ｶﾀｵｶ ﾐﾉﾘ        ｲﾄﾏﾝ上石神井    中学（2）9 13584

藤原　　杏    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓ        東急ＳＣ        中学（2）10 14547

鈴木　　遙    ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ        コナミ青葉台    中学（2）11 14559

鈴木　琴心    ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）12 14617

富樫　美咲    ﾄｶﾞｼ ﾐｻｷ        Ｔ＆Ｓ新発田    中学（1）13 17508

杉本　妃鞠    ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ       新潟水泳協会    中学（2）14 17530

中池　菜緒    ﾅｶｲｹ ﾅｵ         金沢SC中林      中学（2）15 19539

髙　　遥香    ﾀｶ ﾊﾙｶ          とこはＳＳ      中学（1）16 21725

小島　光丘    ｺｼﾞﾏ ﾐｸ         東邦ＳＣ        中学（2）17 22062

山口　愛華    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ       東邦ＳＣ        中学（1）18 22062

川村　嶺奈    ｶﾜﾑﾗ ﾚｲﾅ        ＳＣみえ        中学（1）19 23026

永田　鈴奈    ﾅｶﾞﾀ ﾚｲﾅ        イトマン名張    中学（1）20 23091

花山　彩良    ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ         イトマン名張    中学（2）21 23091

伊藤　陽菜    ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ         枚方SS牧野      中学（2）22 27326

奥園　心咲    ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ        枚方ＳＳ        中学（2）23 27327

青野　鈴夏    ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ        イトマン神戸    中学（2）24 28815

浅尾萌々香    ｱｻｵ ﾓﾓｶ         コナミ西宮      中学（2）25 28824

田村　朱里    ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ         ＮＳＩ          中学（1）26 28840

藤川ひまり    ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ       イトマン西神    中学（1）27 28880

倉橋　初芽    ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ        一宮ＳＳ        中学（2）28 28901

22/32 ページ2020年3月4日 18:52:33



女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１３～１４歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

森崎安加里    ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ        ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（1）1 04333

長岡　愛海    ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ       山形ＤＣ        中学（2）2 06040

中島このみ    ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ       スウィン前橋    中学（2）3 10534

神田　紗来    ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ         スウィン太田    中学（2）4 10553

水野　柚希    ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ       スウィン大教    中学（2）5 11575

佐々木美莉    ｻｻｷ ﾐﾘ          スウィン鷲宮    中学（2）6 11602

澤　　響花    ｻﾜ ｷｮｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       中学（2）7 13511

森田　奈々    ﾓﾘﾀ ﾅﾅ          Ａ＆Ａ西東京    中学（2）8 13527

吉田　凜花    ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ        ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       中学（1）9 13540

正木つかさ    ﾏｻｷ ﾂｶｻ         コナミ西葛西    中学（1）10 13549

栗原　優凛    ｸﾘﾊﾗ ﾕﾘﾝ        ロンド東村山    中学（2）11 13555

鈴木　泉美    ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）12 13557

功刀　沙子    ｸﾇｷﾞ ｻｺ         ｾﾝﾄﾗﾙ成城       中学（2）13 13600

伊藤ななみ    ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ         VALUE SS        中学（2）14 13607

荒木　祥花    ｱﾗｷ ﾖｼｶ         MTR             中学（1）15 13630

中島　真緒    ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ        ミミＳＣ品川    中学（1）16 13637

古川いろは    ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ        南光ＳＳ        中学（1）17 13649

花木　愛海    ﾊﾅｷ ｱｲﾐ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    中学（2）18 13657

大竹　葵咲    ｵｵﾀｹ ﾘｻ         トピーアヤセ    中学（1）19 14550

戸津川莉央    ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ         横浜サクラ      中学（1）20 14579

小倉　　結    ｵｸﾞﾗ ﾕｲ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）21 14628

山本　千晶    ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（1）22 14628

大矢　羽奏    ｵｵﾔ ﾜｶﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ港南中     中学（2）23 14649

津端　　舞    ﾂﾊﾞﾀ ﾏｲ         ダッシュ三条    中学（1）24 17566

中島　芽郁    ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中学（2）25 21601

中山　　結    ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ         島田チャンプ    中学（1）26 21726

加藤　紗菜    ｶﾄｳ ｻﾅ          コナミ杁中      中学（2）27 22068

平井　瑞希    ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ        コパン鳴海      中学（1）28 22116

長島　知咲    ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻｷ       みなとＳＳ      中学（1）29 22249

宮崎　未優    ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ       コナミ伏見      中学（2）30 26505

前川　侑生    ﾏｴｶﾜ ﾕｳ         メイスポ茨木    中学（2）31 27201

小塚　輝子    ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ       イ ト マ ン     中学（1）32 27212

野田　　愛    ﾉﾀﾞ ｱｲ          ジェル北野田    中学（1）33 27357

赤穂　季奈    ｱｶﾎ ｷﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙみなと     中学（2）34 27365

木村　陽香    ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ         コナミ西宮      中学（1）35 28824

庄司　彩花    ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ       コナミ三田      中学（2）36 28860

黒岩　徠夏    ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（1）37 28921

森本　彩芭    ﾓﾘﾓﾄ ｲﾛﾊ        レイＳＣ倉敷    中学（2）38 33018

熊懐　颯奈    ｸﾏﾀﾞｷ ｻﾅ        ダイクレＳＣ    中学（1）39 34105

弘中　花音    ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ        周南ＳＣ        中学（2）40 35208

金満　二葉    ｶﾈﾐﾂ ﾌﾀﾊﾞ       KSGSSS岩国      中学（1）41 35241

大高千代子    ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ        サンダーＳＳ    中学（1）42 36509

芝　　怜菜    ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         五百木ＳＣ      中学（1）43 38205

奥村　美羽    ｵｸﾑﾗ ﾐｳ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    中学（1）44 40529

奥村くらら    ｵｸﾑﾗ ｸﾗﾗ        ウキＳＳ        中学（2）45 43516

小西　　新    ｺﾆｼ ｱﾗﾀ         ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ       中学（1）46 46530
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村田　萌生    ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ        ＪＳＳ青山      中学（2）1 03501

森崎安加里    ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ        ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（1）2 04333

長岡　愛海    ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾐ       山形ＤＣ        中学（2）3 06040

神矢　和夏    ｶﾐﾔ ﾉﾄﾞｶ        ジョイフル      中学（2）4 08113

武藤和香奈    ﾑﾄｳ ﾜｶﾅ         ＨＡＫＵＯＨ    中学（2）5 09561

神田　紗来    ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ         スウィン太田    中学（2）6 10553

水野　柚希    ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ       スウィン大教    中学（2）7 11575

佐々木美莉    ｻｻｷ ﾐﾘ          スウィン鷲宮    中学（2）8 11602

成田　実生    ﾅﾘﾀ ﾐｵ          金町ＳＣ        中学（1）9 13510

澤　　響花    ｻﾜ ｷｮｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       中学（2）10 13511

森田　奈々    ﾓﾘﾀ ﾅﾅ          Ａ＆Ａ西東京    中学（2）11 13527

吉田　凜花    ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ        ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       中学（1）12 13540

正木つかさ    ﾏｻｷ ﾂｶｻ         コナミ西葛西    中学（1）13 13549

鈴木　泉美    ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）14 13557

服部　乙葉    ﾊｯﾄﾘ ｵﾄﾊ        セ・ときわ台    中学（2）15 13592

伊藤ななみ    ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ         VALUE SS        中学（2）16 13607

荒木　祥花    ｱﾗｷ ﾖｼｶ         MTR             中学（1）17 13630

古川いろは    ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ        南光ＳＳ        中学（1）18 13649

大竹　葵咲    ｵｵﾀｹ ﾘｻ         トピーアヤセ    中学（1）19 14550

戸津川莉央    ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ         横浜サクラ      中学（1）20 14579

鈴木　彩心    ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）21 14617

小倉　　結    ｵｸﾞﾗ ﾕｲ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）22 14628

山本　千晶    ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（1）23 14628

加藤あかり    ｶﾄｳ ｱｶﾘ         ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台     中学（1）24 14666

大橋　美月    ｵｵﾊｼ ﾐﾂｷ        いいね金澤      中学（2）25 19562

小林　優香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 新田塚おおの 中学（1）26 20512

中島　芽郁    ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ        ﾙﾈｻﾝｽ沼津       中学（2）27 21601

阿部りり香    ｱﾍﾞ ﾘﾘｺ         とこはＳＳ      中学（1）28 21725

中山　　結    ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ         島田チャンプ    中学（1）29 21726

加藤　紗菜    ｶﾄｳ ｻﾅ          コナミ杁中      中学（2）30 22068

長島　知咲    ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻｷ       みなとＳＳ      中学（1）31 22249

宮原　志帆    ﾐﾔﾊﾗ ｼﾎ         コモノＳＳ      中学（1）32 23049

小塚　輝子    ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ       イ ト マ ン     中学（1）33 27212

菅　　七海    ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ         イ ト マ ン     中学（1）34 27212

野田　　愛    ﾉﾀﾞ ｱｲ          ジェル北野田    中学（1）35 27357

赤穂　季奈    ｱｶﾎ ｷﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙみなと     中学（2）36 27365

蔦川　真優    ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ        ＳＵＮ加西      中学（2）37 28866

黒岩　徠夏    ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（1）38 28921

熊懐　颯奈    ｸﾏﾀﾞｷ ｻﾅ        ダイクレＳＣ    中学（1）39 34105

弘中　花音    ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ        周南ＳＣ        中学（2）40 35208

金満　二葉    ｶﾈﾐﾂ ﾌﾀﾊﾞ       KSGSSS岩国      中学（1）41 35241

大高千代子    ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ        サンダーＳＳ    中学（1）42 36509

芝　　怜菜    ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         五百木ＳＣ      中学（1）43 38205

小西　　新    ｺﾆｼ ｱﾗﾀ         ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ       中学（1）44 46530
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川井　愛奈    ｶﾜｲ ﾏﾅ          ｲﾄﾏﾝ札幌北口    中学（2）1 01194

堀　　　葵    ﾎﾘ ｱｵｲ          ｱﾌﾞﾛｽ沼ノ端     中学（1）2 01229

石川　晴花    ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ        ＳＡ佐沼        中学（2）3 04321

江川　茅紘    ｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ        タップ筑波      中学（2）4 08107

松村優里奈    ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ        スウィン高崎    中学（1）5 10531

荻野　萌子    ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ        スウィン前橋    中学（2）6 10534

加藤　心冨    ｶﾄｳ ｺﾄﾐ         スウィン鴻巣    中学（2）7 11600

秦　　愛莉    ﾊﾀ ｱｲﾘ          スウィン越谷    中学（1）8 11604

早川　珠葵    ﾊﾔｶﾜ ﾀﾏｷ        ｽｳｨﾝみよし      中学（2）9 11628

髙橋　　華    ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ         ｽｳｨﾝ南越谷      中学（2）10 11631

山田　　澄    ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐ         ﾋｭｰﾏﾝみさと     中学（1）11 11636

中村　光来    ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ         スウィン美園    中学（2）12 11659

三條　蒼葉    ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ     稲毛インター    中学（2）13 12521

戸田　万喜    ﾄﾀﾞ ﾏｷ          イトマン千葉    中学（1）14 12589

磯野　真優    ｲｿﾉ ﾏﾕ          アクラブ調布    中学（1）15 13509

飯田　愛心    ｲｲﾀﾞ ｱｺ         金町ＳＣ        中学（2）16 13510

山谷　眞桜    ﾔﾏﾔ ﾏｵ          金町ＳＣ        中学（1）17 13510

谷川　由依    ﾀﾆｶﾜ ﾕｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       中学（2）18 13540

楠田　夢乃    ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        藤村ＳＳ        中学（2）19 13541

堀　　晶那    ﾎﾘ ｱｷﾅ          三菱養和ＳＳ    中学（2）20 13552

町井　里帆    ﾏﾁｲ ﾘﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     中学（2）21 13598

矢本　奈菜    ﾔﾓﾄ ﾅﾅ          大森双葉ＳＣ    中学（2）22 13646

小澤　結羽    ｵｻﾞﾜ ﾕｳ         ホリコＳＣ      中学（2）23 13655

小畠優々美    ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ       NECGSC玉川      中学（2）24 14505

本島　桜空    ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ        コナミ青葉台    中学（2）25 14559

稲垣　　遥    ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｶ       コナミ青葉台    中学（1）26 14559

中澤　海凪    ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）27 14628

木所美音楽    ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ      イトマン港北    中学（1）28 14645

髙橋　陽向    ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（2）29 14656

猪狩　瑚音    ｲｶﾞﾘ ｺﾄ         NECGSC溝の口    中学（2）30 14658

横田　心愛    ﾖｺﾀ ｺｺｱ         ﾒｶﾞﾛｽ神奈川     中学（1）31 14671

松村　千桜    ﾏﾂﾑﾗ ﾁｻ         ＡＦＡＳスワ    中学（2）32 16517

小山　風香    ｺﾔﾏ ﾌｳｶ         ＳＡ柏崎        中学（1）33 17538

柴本　真衣    ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｲ        エースワン      中学（3）34 21735

尾上　夏野    ｵﾉｳｴ ﾅﾉ         ハマスポ        中学（2）35 21826

三木　奏葉    ﾐｷ ｶﾅﾊ          名鉄ＳＳ刈谷    中学（1）36 22187

高島　奈々    ﾀｶｼﾏ ﾅﾅ         コナミ蒲郡      中学（2）37 22209

北出　花夏    ｷﾀﾃﾞ ﾊﾅ         ＪＳＳ中川      中学（2）38 22220

伊藤　　想    ｲﾄｳ ｺｺﾛ         あすなろＳＳ    中学（2）39 23008

谷口　　華    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ        海山ＳＣ        中学（2）40 23060

廣島あつこ    ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ        イトマン名張    中学（1）41 23091

篠原　　葵    ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ        ｺﾊﾟﾝ近江八幡    中学（2）42 25312

船木　彩那    ﾌﾅｷ ｱﾔﾅ         NSI福知山       中学（2）43 26522

寺﨑　万凛    ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ        イ ト マ ン     中学（1）44 27212

南田　歩香    ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ       スペックＳＣ    中学（1）45 27300

岡元　羽海    ｵｶﾓﾄ ﾊｳﾅ        ＪＳＳりもね    中学（1）46 27322

下田平朋子    ｼﾓﾀﾞﾋﾗ ﾄﾓｺ      枚方ＳＳ        中学（2）47 27327

松本　奏来    ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ         ｾﾝﾄﾗﾙみなと     中学（2）48 27365

小坂田　愛    ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ        塚口ＳＳ        中学（2）49 28805

衛門　果穂    ｴﾓﾝ ｶﾎ          イトマン西宮    中学（2）50 28820
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松本　悠里    ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ         コナミ西宮      中学（2）51 28824

井村　凪瀬    ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ        ＮＳＩ          中学（1）52 28840

杉原　心雪    ｽｷﾞﾊﾗ ｺﾕｷ       JSS川西         中学（2）53 28843

比良　来望    ﾋﾗ ｸﾙﾐ          武庫之荘ＳＳ    中学（2）54 28870

二宮　陽凪    ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ         イトマン西神    中学（2）55 28880

吉本　早希    ﾖｼﾓﾄ ｻｷ         パル彩の台      中学（2）56 30507

稲垣　杏奈    ｲﾅｶﾞｷ ｱﾝﾅ       米子ＳＳ        中学（1）57 31501

岩間　優璃    ｲﾜﾏ ﾕﾘ          倉吉Ｓ          中学（2）58 31509

藤　　愛築    ﾄｳ ｱﾂﾞｷ         蔵王ＳＳ        中学（2）59 34081

山本　優羽    ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾜ        ＫＳＧミドリ    中学（1）60 34082

有田　悠日    ｱﾘﾀ ﾕｳﾋ         KSGSSS宇部      中学（1）61 35210

岡本　悠花    ｵｶﾓﾄ ﾕｳｶ        コナミ城南      中学（2）62 40501

青木　麗奈    ｱｵｷ ﾚﾅ          ベスト若宮      中学（2）63 40533

江﨑　夏萌    ｴｻﾞｷ ﾅﾂﾒ        ウキＳＳ        中学（2）64 43516

有元　優菜    ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ        メルヘン川内    中学（1）65 46546

皆迫　　晶    ﾐﾅｻｺ ｱｷﾗ        Ｋｉｔ          中学（1）66 46848
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川井　愛奈    ｶﾜｲ ﾏﾅ          ｲﾄﾏﾝ札幌北口    中学（2）1 01194

石川　晴花    ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ        ＳＡ佐沼        中学（2）2 04321

江川　茅紘    ｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ        タップ筑波      中学（2）3 08107

加藤　心冨    ｶﾄｳ ｺﾄﾐ         スウィン鴻巣    中学（2）4 11600

早川　珠葵    ﾊﾔｶﾜ ﾀﾏｷ        ｽｳｨﾝみよし      中学（2）5 11628

髙橋　　華    ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ         ｽｳｨﾝ南越谷      中学（2）6 11631

山田　　澄    ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐ         ﾋｭｰﾏﾝみさと     中学（1）7 11636

中村　光来    ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ         スウィン美園    中学（2）8 11659

三條　蒼葉    ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ     稲毛インター    中学（2）9 12521

山谷　眞桜    ﾔﾏﾔ ﾏｵ          金町ＳＣ        中学（1）10 13510

岡本　安未    ｵｶﾓﾄ ｱﾐ         東京ＳＣ        中学（2）11 13530

谷川　由依    ﾀﾆｶﾜ ﾕｲ         ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       中学（2）12 13540

楠田　夢乃    ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        藤村ＳＳ        中学（2）13 13541

堀　　晶那    ﾎﾘ ｱｷﾅ          三菱養和ＳＳ    中学（2）14 13552

町井　里帆    ﾏﾁｲ ﾘﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     中学（2）15 13598

矢本　奈菜    ﾔﾓﾄ ﾅﾅ          大森双葉ＳＣ    中学（2）16 13646

小畠優々美    ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ       NECGSC玉川      中学（2）17 14505

鈴木　心都    ｽｽﾞｷ ｺﾄ         林水泳教室      中学（2）18 14507

齋藤　　杏    ｻｲﾄｳ ｱﾝ         アクラブ藤沢    中学（2）19 14513

中村みなみ    ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        神奈中ＳＳ      中学（2）20 14530

稲垣　　遥    ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｶ       コナミ青葉台    中学（1）21 14559

中澤　海凪    ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中学（2）22 14628

木所美音楽    ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ      イトマン港北    中学（1）23 14645

髙橋　陽向    ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ        ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     中学（2）24 14656

横田　心愛    ﾖｺﾀ ｺｺｱ         ﾒｶﾞﾛｽ神奈川     中学（1）25 14671

小山　風香    ｺﾔﾏ ﾌｳｶ         ＳＡ柏崎        中学（1）26 17538

柴本　真衣    ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｲ        エースワン      中学（3）27 21735

尾上　夏野    ｵﾉｳｴ ﾅﾉ         ハマスポ        中学（2）28 21826

三木　奏葉    ﾐｷ ｶﾅﾊ          名鉄ＳＳ刈谷    中学（1）29 22187

北出　花夏    ｷﾀﾃﾞ ﾊﾅ         ＪＳＳ中川      中学（2）30 22220

山下　冬華    ﾔﾏｼﾀ ﾌﾕｶ        桑名水泳ｸﾗﾌﾞ    中学（2）31 23001

廣島あつこ    ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ        イトマン名張    中学（1）32 23091

篠原　　葵    ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ        ｺﾊﾟﾝ近江八幡    中学（2）33 25312

山下　紗七    ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾅ       HOS OGURA       中学（1）34 26518

船木　彩那    ﾌﾅｷ ｱﾔﾅ         NSI福知山       中学（2）35 26522

南田　歩香    ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ       スペックＳＣ    中学（1）36 27300

岡元　羽海    ｵｶﾓﾄ ﾊｳﾅ        ＪＳＳりもね    中学（1）37 27322

松本　奏来    ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ         ｾﾝﾄﾗﾙみなと     中学（2）38 27365

小林　愛莉    ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ       ﾄﾞｰﾑ豊能ｼｰﾄｽ    中学（1）39 27382

阿部　　悠    ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ         イトマン神戸    中学（2）40 28815

衛門　果穂    ｴﾓﾝ ｶﾎ          イトマン西宮    中学（2）41 28820

松本　悠里    ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ         コナミ西宮      中学（2）42 28824

井村　凪瀬    ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ        ＮＳＩ          中学（1）43 28840

比良　来望    ﾋﾗ ｸﾙﾐ          武庫之荘ＳＳ    中学（2）44 28870

二宮　陽凪    ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ         イトマン西神    中学（2）45 28880

吉本　早希    ﾖｼﾓﾄ ｻｷ         パル彩の台      中学（2）46 30507

稲垣　杏奈    ｲﾅｶﾞｷ ｱﾝﾅ       米子ＳＳ        中学（1）47 31501

川島菜々羽    ｶﾜｼﾏ ﾅﾅﾊ        ＯＳＫ岡山      中学（1）48 33002

内田　実佑    ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ        フジタＤＣ      中学（1）49 34018

今針山菜々    ｲﾏﾊﾘﾔﾏ ﾅﾅ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀    中学（2）50 40526
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有元　優菜    ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ        メルヘン川内    中学（1）51 46546

皆迫　　晶    ﾐﾅｻｺ ｱｷﾗ        Ｋｉｔ          中学（1）52 46848
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福井　小遥    ﾌｸｲ ｺﾊﾙ         ＪＳＳ江別      中学（1）1 01152

渡辺　　杜    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾜ        セントラル泉    中学（1）2 04307

森崎安加里    ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ        ﾙﾈｻﾝｽ南光台     中学（1）3 04333

松坂　星夏    ﾏﾂｻﾞｶ ｾﾅ        山形ＤＣ        中学（1）4 06040

井上　葵陽    ｲﾉｳｴ ｱﾔ         SW大教小名浜    中学（2）5 07828

伏木　美湊    ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ        あかやまＳＳ    中学（2）6 08106

関根　倖彩    ｾｷﾈ ｺｳｻ         スウィン大教    中学（2）7 11575

高山　愛香    ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ        スウィン埼玉    中学（1）8 11585

榎本ヒカル    ｴﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ        スウィン鷲宮    中学（1）9 11602

会沢　心唯    ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ        スウィン鷲宮    中学（2）10 11602

小牧　彩音    ｺﾏｷ ｱﾔﾈ         ユアー蕨        中学（1）11 11603

中島　紗希    ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ        ｽｳｨﾝみよし      中学（1）12 11628

日下部麗奈    ｸｻｶﾍﾞ ﾚﾅ        スウィン浦和    中学（1）13 11634

市川　倫子    ｲﾁｶﾜ ﾐｺ         金町ＳＣ        中学（2）14 13510

高久　莉歩    ﾀｶｸ ﾘﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     中学（2）15 13537

坂本　千紗    ｻｶﾓﾄ ﾁｻ         藤村ＳＳ        中学（1）16 13541

西場　天子    ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ        Ｓｔｙｌｅ１    中学（1）17 13542

内藤　花音    ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ        アクラブ三鷹    中学（2）18 13553

服部　乙葉    ﾊｯﾄﾘ ｵﾄﾊ        セ・ときわ台    中学（2）19 13592

小森　香穂    ｺﾓﾘ ｶﾎ          VALUE SS        中学（1）20 13607

米澤　美優    ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（1）21 13622

鈴木　里菜    ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         成増ロンド      中学（1）22 13653

萩原ひなの    ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾅﾉ       セ・自由が丘    中学（1）23 13684

青木　涼楓    ｱｵｷ ｽｽﾞｶ        ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（2）24 13694

金井　梨奈    ｶﾅｲ ﾘﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（1）25 13694

菅　　心寧    ｽｶﾞ ｺｺﾈ         鎌倉ＳＳ        中学（1）26 14526

穂坂　美空    ﾎｻｶ ﾐｸ          フィッツ竜王    中学（2）27 15520

成島　夕愛    ﾅﾙｼﾏ ﾕｱ         フィッツ竜王    中学（2）28 15520

清水　花峰    ｼﾐｽﾞ ｶﾎ         長野DS中央      中学（1）29 16554

松野　心咲    ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ         浜名湖ＳＳ      中学（2）30 21820

平井　瑞希    ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ        コパン鳴海      中学（1）31 22116

高木　　愛    ﾀｶｷﾞ ｱｲ         ウィル大口      中学（2）32 22139

渡辺　真央    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ        Ｖトピア一宮    中学（1）33 22213

奥田　文嘉    ｵｸﾀﾞ ｱﾔｶ        HOS OGURA       中学（2）34 26518

上野　杏奈    ｳｴﾉ ｱﾝﾅ         コナミ八幡      中学（2）35 26559

阪井　優心    ｻｶｲ ﾕｳ          初芝ＳＳ        中学（1）36 27324

村山　裕香    ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｶ        ＪＳＳ八尾      中学（2）37 27503

前田　夏風    ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ        塚口ＳＳ        中学（2）38 28805

西雄　愛莉    ﾆｼｵ ｱｲﾘ         ＳＵＮ網干      中学（2）39 28872

小島　琴葉    ｺｼﾞﾏ ｺﾄﾊ        レイＳＣ岡山    中学（2）40 33011

煙草谷さくら  ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ      周南ＳＣ        中学（2）41 35208

中西　美優    ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ        ジャパン高松    中学（1）42 36501

牟田　　楓    ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ         大野城ＳＣ      中学（2）43 40503

福富　志真    ﾌｸﾄﾐ ｼﾏ         大野城ＳＣ      中学（1）44 40503

宮嶋ほまれ    ﾐﾔｼﾞﾏ ﾎﾏﾚ       福岡ＳＣ        中学（2）45 40520

髙平　亜美    ﾀｶﾋﾗ ｱﾐ         ＫＳＧときわ    中学（1）46 40606

太田　紗彩    ｵｵﾀ ｻｱﾔ         佐々ＳＳ        中学（2）47 42347

大嶋　千桜    ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ        アレスト八代    中学（2）48 43518

川村妃奈乃    ｶﾜﾑﾗ ﾋﾅﾉ        メルヘン鹿屋    中学（2）49 46547
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松坂　星夏    ﾏﾂｻﾞｶ ｾﾅ        山形ＤＣ        中学（1）1 06040

井上　葵陽    ｲﾉｳｴ ｱﾔ         SW大教小名浜    中学（2）2 07828

伏木　美湊    ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ        あかやまＳＳ    中学（2）3 08106

小島　琉愛    ｵｼﾞﾏ ﾙﾅ         ささはら塾      中学（1）4 08111

大友　花恵    ｵｵﾄﾓ ﾊﾅｴ        野間ＡＣ        中学（2）5 11528

関根　倖彩    ｾｷﾈ ｺｳｻ         スウィン大教    中学（2）6 11575

高山　愛香    ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ        スウィン埼玉    中学（1）7 11585

会沢　心唯    ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ        スウィン鷲宮    中学（2）8 11602

日下部麗奈    ｸｻｶﾍﾞ ﾚﾅ        スウィン浦和    中学（1）9 11634

野口　美羽    ﾉｸﾞﾁ ﾐｳ         アーデル        中学（2）10 12511

黒川　真那    ｸﾛｶﾜ ﾏﾅ         東京ＳＣ        中学（1）11 13530

川名　真央    ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ         藤村ＳＳ        中学（2）12 13541

菊池　　晴    ｷｸﾁ ﾊﾙ          三菱養和ＳＳ    中学（2）13 13552

萩原　彩友    ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ        ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中学（1）14 13557

米澤　美優    ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中学（1）15 13622

金井　梨奈    ｶﾅｲ ﾘﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（1）16 13694

菅　　心寧    ｽｶﾞ ｺｺﾈ         鎌倉ＳＳ        中学（1）17 14526

本間　七夏    ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ         神奈中ＳＳ      中学（2）18 14530

高橋　未有    ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ         東急ＳＣ        中学（1）19 14547

森　美沙希    ﾓﾘ ﾐｻｷ          横浜サクラ      中学（1）20 14579

岩永　愛加    ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ       Nagatsuta.SC    中学（2）21 14617

川島こころ    ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ        イトマン港北    中学（2）22 14645

穂坂　美空    ﾎｻｶ ﾐｸ          フィッツ竜王    中学（2）23 15520

奥村　奈津    ｵｸﾑﾗ ﾅﾂ         ＩＳＣ飯田      中学（2）24 16522

西村　藍衣    ﾆｼﾑﾗ ｱｵｲ        ＳＡＭ長野      中学（1）25 16551

大上詩央里    ｵｵｶﾐ ｼｵﾘ        ＹＢＧ          中学（2）26 18556

松野　心咲    ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ         浜名湖ＳＳ      中学（2）27 21820

小島　琉瑚    ｺｼﾞﾏ ﾙｺ         ｲﾄﾏﾝ春日井      中学（1）28 22020

奥田　文嘉    ｵｸﾀﾞ ｱﾔｶ        HOS OGURA       中学（2）29 26518

上野　杏奈    ｳｴﾉ ｱﾝﾅ         コナミ八幡      中学（2）30 26559

阪井　優心    ｻｶｲ ﾕｳ          初芝ＳＳ        中学（1）31 27324

庄司　彩花    ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ       コナミ三田      中学（2）32 28860

吉中　世夏    ﾖｼﾅｶ ｾﾅ         イトマン富雄    中学（1）33 29201

辻　　愛永    ﾂｼﾞ ﾏﾅｴ         Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ       中学（2）34 29226

重松　紀帆    ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾎ        コナミ岡山      中学（1）35 33004

小島　琴葉    ｺｼﾞﾏ ｺﾄﾊ        レイＳＣ岡山    中学（2）36 33011

中西　美優    ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ        ジャパン高松    中学（1）37 36501

吉田　芽生    ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         ファイブテン    中学（1）38 38216

岩瀬　夕楓    ｲﾜｾ ﾕｳｶ         ZEYO-ST         中学（2）39 39503

牟田　　楓    ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ         大野城ＳＣ      中学（2）40 40503

太田　紗彩    ｵｵﾀ ｻｱﾔ         佐々ＳＳ        中学（2）41 42347
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片野　由菜    ｶﾀﾉ ﾕﾅ          ウイング八戸    中学（1）1 02505

渡邉　菜月    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ       ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      中学（1）2 08133

松岡　汐里    ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ        スウィン高崎    中学（2）3 10531

横塚　莉奈    ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ        スウィン太田    中学（2）4 10553

北山愛優美    ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ        スウィン熊谷    中学（3）5 11525

水野　柚希    ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ       スウィン大教    中学（2）6 11575

山田　菜月    ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ        スウィン埼玉    中学（1）7 11585

多田　恋歌    ﾀﾀﾞ ﾚﾝｶ         イトマン千葉    中学（1）8 12589

山谷　眞桜    ﾔﾏﾔ ﾏｵ          金町ＳＣ        中学（1）9 13510

成田　実生    ﾅﾘﾀ ﾐｵ          金町ＳＣ        中学（1）10 13510

飯田　愛心    ｲｲﾀﾞ ｱｺ         金町ＳＣ        中学（2）11 13510

坂倉　花南    ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     中学（2）12 13580

功刀　沙子    ｸﾇｷﾞ ｻｺ         ｾﾝﾄﾗﾙ成城       中学（2）13 13600

山﨑　くみ    ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾐ        南光ＳＳ        中学（2）14 13649

山内　真凛    ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       中学（1）15 13694

齋藤　　杏    ｻｲﾄｳ ｱﾝ         アクラブ藤沢    中学（2）16 14513

本間　七夏    ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ         神奈中ＳＳ      中学（2）17 14530

中村みなみ    ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        神奈中ＳＳ      中学（2）18 14530

光﨑　　陽    ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙ        ＳＡ新城        中学（2）19 14545

鈴木　彩心    ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）20 14617

笹目　南帆    ｻｻﾒ ﾅﾎ          ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       中学（2）21 14635

宮本　　葵    ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ        ＳＡ小矢部      中学（1）22 18518

阿部りり香    ｱﾍﾞ ﾘﾘｺ         とこはＳＳ      中学（1）23 21725

大澤　千依    ｵｵｻﾜ ﾁﾖﾘ        袋井ＳＣ        中学（1）24 21813

日比　千裕    ﾋﾋﾞ ﾁﾋﾛ         名古屋ＳＣ      中学（2）25 22035

伊東　開耶    ｲﾄｳ ｻｸﾔ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（1）26 22104

倉知かのん    ｸﾗﾁ ｶﾉﾝ         ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘     中学（2）27 22104

米田　愛菜    ﾒﾀ ｱｲﾅ          みなとＳＳ      中学（1）28 22249

谷口　　華    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ        海山ＳＣ        中学（2）29 23060

宮崎　未優    ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ       コナミ伏見      中学（2）30 26505

大秦　眞峯    ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾈ        京都踏水会      中学（1）31 26513

安達　真美    ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ         ＹＵＲＩＳＳ    中学（2）32 26527

前田　結衣    ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ         イトマン京都    中学（2）33 26539

島村　椛稟    ｼﾏﾑﾗ ｶﾘﾝ        メイスポ茨木    中学（2）34 27201

奥田　響輝    ｵｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ       パンジョＳＣ    中学（2）35 27204

菅　　七海    ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ         イ ト マ ン     中学（1）36 27212

阪井　優心    ｻｶｲ ﾕｳ          初芝ＳＳ        中学（1）37 27324

飯坂　桃愛    ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ        枚方SS牧野      中学（2）38 27326

松本　悠里    ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ         コナミ西宮      中学（2）39 28824

宮崎　渚沙    ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ      イトマン西神    中学（2）40 28880

黒岩　徠夏    ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      中学（1）41 28921

川島菜々羽    ｶﾜｼﾏ ﾅﾅﾊ        ＯＳＫ岡山      中学（1）42 33002

戎　　真花    ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        コミュニティ    中学（2）43 38311

宮嶋ほまれ    ﾐﾔｼﾞﾏ ﾎﾏﾚ       福岡ＳＣ        中学（2）44 40520
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松坂　星夏    ﾏﾂｻﾞｶ ｾﾅ        山形ＤＣ        中学（1）1 06040

柴田　結衣    ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         コナミ北浦和    中学（1）2 11539

山田　菜月    ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ        スウィン埼玉    中学（1）3 11585

飯田　愛心    ｲｲﾀﾞ ｱｺ         金町ＳＣ        中学（2）4 13510

成田　実生    ﾅﾘﾀ ﾐｵ          金町ＳＣ        中学（1）5 13510

古川いろは    ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ        南光ＳＳ        中学（1）6 13649

齋藤　　杏    ｻｲﾄｳ ｱﾝ         アクラブ藤沢    中学（2）7 14513

本間　七夏    ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ         神奈中ＳＳ      中学（2）8 14530

中村みなみ    ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        神奈中ＳＳ      中学（2）9 14530

光﨑　　陽    ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙ        ＳＡ新城        中学（2）10 14545

戸津川莉央    ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ         横浜サクラ      中学（1）11 14579

鈴木　彩心    ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ        Nagatsuta.SC    中学（2）12 14617

木所美音楽    ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ      イトマン港北    中学（1）13 14645

宮本　　葵    ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ        ＳＡ小矢部      中学（1）14 18518

阿部りり香    ｱﾍﾞ ﾘﾘｺ         とこはＳＳ      中学（1）15 21725

大秦　眞峯    ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾈ        京都踏水会      中学（1）16 26513

安達　真美    ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ         ＹＵＲＩＳＳ    中学（2）17 26527

島村　椛稟    ｼﾏﾑﾗ ｶﾘﾝ        メイスポ茨木    中学（2）18 27201

菅　　七海    ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ         イ ト マ ン     中学（1）19 27212

松本　奏来    ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ         ｾﾝﾄﾗﾙみなと     中学（2）20 27365

阿部　　悠    ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ         イトマン神戸    中学（2）21 28815

宮崎　渚沙    ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ      イトマン西神    中学（2）22 28880

吉中　世夏    ﾖｼﾅｶ ｾﾅ         イトマン富雄    中学（1）23 29201

川島菜々羽    ｶﾜｼﾏ ﾅﾅﾊ        ＯＳＫ岡山      中学（1）24 33002

小島　琴葉    ｺｼﾞﾏ ｺﾄﾊ        レイＳＣ岡山    中学（2）25 33011

弘中　花音    ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ        周南ＳＣ        中学（2）26 35208

宮嶋ほまれ    ﾐﾔｼﾞﾏ ﾎﾏﾚ       福岡ＳＣ        中学（2）27 40520
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