
club Ｗｉｌｌスポーツクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

福士　桜和 フクシ ハルア 7325

松本　恭一 マツモト　キョウイチ 7326

奈良　渓太 ナラ　ケイタ 7327

葛西　正剛 カサイ　ショウゴ 7328

伊東　空輝 イトウ　タカキ 7329

野呂　奏歌 ノロ　ソウタ 7330

佐々木　駿 ササキ　シュン 7331

安保　勇志 アボ　ユウシ 7332

佐藤　琉生 サトウ ルイ 7333

戸田　成哉 トダ セイヤ 7334

花岡　晄成 ハナオカ コウセイ 7335

砂川　晃生 スナカワ コウセイ 7336

小塚　慶介 コズカ　ケイスケ 7337

小山　佑基 オヤマ ユウキ 7338

肥後  利央人 ヒゴ   リオト 7339

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 7340

阿部　祐太 アベ　ユウタ 7341

大山　　虎 オオヤマ　　タイガ 7342

太田　寅琳 オオタ　イオリ 7343

高橋　洋多 タカハシ　ヨウタ 7344

高橋　遼平 タカハシ　リョウヘイ 7345

大津　慶士 オオツ　ケイシ 7346

後藤　竜ノ輔 ゴトウ　リュウノスケ 7347

松田　弦皇 マツダ　ゲンコウ 7348

佐藤　祐星 サトウ　ユウセイ 7349

水球　区分【B】



club PISCINA静岡

氏名 フリガナ 選手番号

大神 幸真 オオガミコウシン 7350

内藤 宙 ナイトウソラ 7351

鈴木 来音 スズキライ 7352

加藤 旺道 カトウアキミチ 7353

荒木 大河 アラキタイガ 7354

井上 了輔 イノウエリョウスケ 7355

中島 大成 ナカジマタイセイ 7356

陳 有作 チェンユウサク 7357

本夛 巧実 ホンダタクミ 7358

神谷 竜之介 カミヤリュウノスケ 7359

大賀 優生 オオガユウセイ 7360

仲川 歩 ナカガワアユム 7361

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 7362

前川 光翼 マエガワ　コウスケ 7363

庄山 優 ショウヤマ　ユウ 7364

佐々木 蒼太 ササキ　ソウタ 7365

池田 昂生 イケダ　コウセイ 7366

道上 碧飛 ミチガミ　アオト 7367

園田 晶悟 ソノダ　ショウゴ 7368

園田 晴大 ソノダ　セイタ 7369

中野 心優 ナカノ　シュウ 7370

天野 雄斗 アマノ　ユウト 7371

湯浅 心晴 ユアサ　コウセイ 7372

水球　区分【B】



club 大垣水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

安田　康太郎 ヤスダ　コウタロウ 7373

橘　優帆 タチバナ　ユウホ 7374

竹中　真斗 タケナカ　マナト 7375

野村　恵太郎 ノムラケイタロウ 7376

小林　稜典 コバヤシリョウスケ 7377

鶴田　悠斗 ツルタ　ユウト 7378

水上　悟孝 ミナカミゴコウ 7379

吉田 晃啓 ヨシダ　アキヒロ 7380

浅野　翔貴 アサノ　ショウキ 7381

西川　大貴 ニシカワ　ダイキ 7382

米村　昊起 ヨネムラ　コウキ 7383

吉岡　泰基 ヨシオカ　タイキ 7384

松村　逢夢 マツムラ　アイム 7385

林　瞭 ハヤシ　リョウ 7386

club 高知倶楽部

氏名 フリガナ 選手番号

田部　航麻 タベ　カズマ 7387

篠川　浩貴 シノカワ　コウキ 7388

島田　祥輔 シマダ　ショウスケ 7389

ローリー　隼 ローリー　ジュン 7390

川島　京也 カワシマ　キョウヤ 7391

北岡　紀人 キタオカ  カズト 7392

岡村　渉吾 オカムラ　ショウゴ 7393

古田　悠臣 フルタ　ヒサオミ 7394

森岡　愛斗 モリオカ　アイト 7395

仙頭　真情 セントウ　ココロ 7396

松本　昂大 マツモト　コウタ 7397

水球　区分【B】



club 豊中水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

田口　太陽 タグチ　ヒカリ 7398

松永　玲 マツナガ　レイ 7399

六路木　雅也 ロクロキ　マサヤ 7400

川村　忠斉 カワムラ　チュウセイ 7401

加納　恒心 カノウ　コウシン 7402

津田　風音 ツダ　カザト 7403

久保田　啓友 クボタ　ヒロト 7404

仁木　勇志 ニキ　ユウジ 7405

西村　碧透 ニシムラ　アオト 7406

森  孝樹 モリ ヨシキ 7407

木村　颯希 キムラ　ソウキ 7408

高橋　季埜 タカハシ トキヤ 7409

秋田　凛太 アキタ リンタ 7410

高橋　弦 タカハシ ゲン 7411

club 長崎水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

濵田　宗栄 ハマダ　ソウエイ 7412

磯部　太一 イソベ　ダイチ 7413

永田　駿人 ナガタ　シュント 7414

宮田　晟志 ミヤタ　セイジ 7415

岡　秀眞 オカ　シュウマ 7416

川崎　拓希 カワサキ　タクミ 7417

松尾　俊哉 マツオ　シュンヤ 7418

山下　珊介 ヤマシタ　サスケ 7419

林田　湊 ハヤシダ　ソウ 7420

小浦　琳太郎 コウラ　リンタロウ 7421

川添　秀太 カワゾエ　シュウタ 7422

小田　颯晟 オダ　リュウセイ 7423

濵田　大輝 ハマダ　ダイキ 7424

掘　蔵之介 ホリ　クラノスケ 7425

林　新大 ハヤシ　アラタ 7426

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

宇田川　大貴 ウダガワ　タイキ 7427

太田　遥貴 オオタ　ハルキ 7428

武田　豪大 タケダ　ゴウタ 7429

鈴木　海斗 スズキ　カイト 7430

森田　寛人 モリタ　ヒロト 7431

佐々木　優京 ササキ　ユウケイ 7432

村尾　陸太 ムラオ　リクタ 7433

斎藤　昂泰 サイトウ　タカヒロ 7434

森谷　雄輝 モリヤ　ユウキ 7435

角野　吾生 カドノ　ゴウ 7436

杉山　蓮樹 スギヤマ　レンジュ 7437

濱田　芥隆 ハマダ　カイリュウ 7438

吉村　颯斗 ヨシムラ　ハヤト 7439

宍戸　一真 シシド　カズマ 7440

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 7441

前田　隼之 マエダ　トシユキ 7442

小川　晃来 オガワ　アキラ 7443

久保田　唯斗 クボタ　ユイト 7444

齋藤　陽太 サイトウ　ハルタ 7445

小林　大河 コバヤシ　タイガ 7446

須川　桐也 スカワ　キリヤ 7447

和田　将裕 ワダ　チヒロ 7448

永野　裕想 ナガノ　ユウゾウ 7449

下村　心太郎 シモムラ　シンタロウ 7450

湯浅　央望 ユアサ　ヒロム 7451

水球　区分【B】



club 土浦水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

橋本龍一朗 ハシモトリュウイチロウ 7452

松井皐恭 マツイコウスケ 7453

古川賢汰 フルカワケンタ 7454

佐野漣哉 サノレンヤ 7455

正田結人 ショウダユイト 7456

新村瑛太 ニイムラエイタ 7457

永井心穏 ナガイシオン 7458

大貫達也 オオヌキタツヤ 7459

club 明治大学付属中野中学校

氏名 フリガナ 選手番号

永野  冬惺 ナガノ　トウセイ 7460

川嶋  大介 カワシマ　ダイスケ 7461

澤原　大雅 サワハラ　タイガ 7462

水谷　大輝 ミズタニ　ダイキ 7463

石川  博翔 イシカワ　ヒロト 7464

林田  武之 ハヤシダ　タツユキ 7465

大河内 秀哉 オオコウチ　シュウヤ 7466

松元 健太朗 マツモト　ケンタロウ 7467

坂根　健太 サカネ　ケンタ 7468

三浦　昊希 ミウラ　コウキ 7469

高田 将太郎 タカタ　ショウタロウ 7470

市川　雄太 イチカワ　ユウタ 7471

大塩　 創 オオシオ　ハジメ 7472

西山　楽逢 ニシヤマ　ガクホ 7473

志摩　泰世 シマ　ヤストキ 7474

水球　区分【B】



club 与野水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

新保　怜矢 シンボ　レイヤ 7475

永井　和 ナガイ　ヤマト 7476

楜澤 晧紀 クルミサワ　コウキ 7477

松澤 晄太郎 マツザワ　コウタロウ 7478

坂本 天李 サカモト　テンリ 7479

松原　知希 マツバラ　トモキ 7480

伊藤シン イトウ　シン 7481

和田　惇希 ワダ　アツキ 7482

藤原　聖 フジワラ　アキラ 7483

岡　一輝 オカ　イツキ 7484

club サンフラワースイミング宮崎

氏名 フリガナ 選手番号

奥野陽登 オクノ　ハルト 7485

瀬口大空 セグチ　ソラ 7486

鈴木隼斗 スズキ　ハヤト 7487

花井翼 ハナイ　ツバサ 7488

本田凱豊 ホンダ　カイト 7489

竹野貴心 タケノ　キシン 7490

大谷倫暉 オオタニ　リンキ 7491

梅原幸太郎 ウメハラ　コウタロウ 7492

本田陽督 ホンダ　ヨウスケ 7493

吉村輝寛 ヨシムラ　テルノブ 7494

水球　区分【B】



club 飛鷲水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

金岡　慶拓 カネオカ　ケイタ 7495

木庭　幸輝 キニワ  コウキ 7496

近藤　晴矢 コンドウ　ハルヤ 7497

永山　夢叶舞 ナガヤマ　ユメトブ 7498

大塚　旦陽 オオツカ  アサヒ 7499

原　悠太朗 ハラ　ユウタロウ 7500

斎藤　元気 サイトウ　ゲンキ 7501

荒木　累翔 アラキ　ルイト 7502

松原　煌太 マツバラ　コウタ 7503

草地　虹 クサチ　　コウ 7504

森上　温大 モリガミ　ハルト 7505

松原　慶 マツバラ　ケイ 7506

小高　颯真 オダカ  ソウマ 7507

中村　京介 ナカムラ　キョウスケ 7508

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 7509

河原　悠斗 カワハラ　ユウト 7510

水田　颯人 ミズタ　ハヤト 7511

酒巻　成 サカマキ　ナル 7512

深山　碧空 ミヤマ　トア 7513

若月　星輝 ワカツキ　ホシキ 7514

河原　稜弥 カワハラ　リョウヤ 7515

中嶋　元陽 ナカシマ　アサヒ 7516

村岡　侑弥 ムラオカ　ユウヤ 7517

井上　皆 イノウエ　カイ 7518

松田　啓叶 マツダ　ケイト 7519

水球　区分【B】



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 7520

西村 魁星 ニシムラ　カイセイ 7521

吉田 陽春 ヨシダ　ヨウシュン 7522

奥 然 オク　ゼン 7523

原田 竜之介 ハラダ　リュウノスケ 7524

楊 恩丞 ヨウ　オウノスケ 7525

米谷 亜輝 コメタニ　アデル 7526

小牟禮 蓮 コムレ　レン 7527

小櫻 璃空 コザクラ　リク 7528

枦山 智己 ハゼヤマ　トモキ 7529

東福 壱昊 トウフク　イッコウ 7530

山縣 浬 ヤマガタ　カイリ 7531

式 侑真 シキ　ユウマ 7532

簗瀬 亮冴 ヤナセ　リョウゴ 7533

坂元 漣 サカモト　レン 7534

club トリトン兵庫水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

志井　健吾 シイ　ケンゴ 7535

浅井　大翔 アサイ　ダイト 7536

尾上　璃晃 オノウエ　リオウ 7537

山下　丈 ヤマシタ　ジョウ 7538

春名　湧二郎 ハルナ ユウジロウ 7539

米田　寛人 ヨネダ　ヒロト 7540

熊谷　颯 クマガイ　ソウ 7541

有田　成琉 アリタ　セイル 7542

村上　稜久 ムラカミ　リク 7543

尾上　黎真 オノウエ　レイマ 7544

水球　区分【B】



club 京都踏水会水泳学園

氏名 フリガナ 選手番号

西河　拓郎 ニシカワ　タクロウ 7545

城之下　智喜 シロノシタ　トモキ 7546

藤林　佳聖 フジバヤシ　ケイセイ 7547

飯島　颯大 イイジマ　ソウタ 7548

井上　恵輔 イノウエ　ケイスケ 7549

玉置　享大 タマキ　リョウタ 7550

弓木　誠人 ユミキ　マコト 7551

山本　駿 ヤマモト　シュン 7552

岡本　宝生 オカモト　ホウセイ 7553

中西　大海 ナカニシ タイガ 7554

廣瀬　櫻人 ヒロセ オト 7555

本部　颯汰 ホンベ　ソウタ 7556

細川　貫志 ホソカワ カンジ 7557

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　成琉 ムラヤマ　ナル 7558

広川　塁 ヒロカワ　ルイ 7559

茂田井　海希 モタイ　カイキ 7560

山田　暁也　 ヤマダ　キョウヤ 7561

牧　聖心 マキ　ショウゴ 7562

須田　練汰郎 スダ　レンタロウ 7563

藤井　結仁 フジイ　ユイト 7564

飛鳥井　真希斗 アスカイ　マキト 7565

加藤　慶大 カトウ　ケイタ 7566

樋口　征那 ヒグチ　セナ 7567

佐藤　陽生 サトウ　ハルキ 7568

長門　玄城 ナガト　ハルキ 7569

藤井　尚仁 フジイ　ナオト 7570

安澤　空暖 アンザワ　アノン 7571

牧　聖琉 マキ　サトル 7572

水球　区分【B】



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

春日　大樹 カスガ　ダイキ 7573

伏木　透将 フシキ　トウショウ 7574

木下　丈太郎 キノシタ　ジョウタロウ 7575

中川　青大 ナカガワ　ハルト 7576

行岡　暖陽 ユキオカ　アツヤ 7577

打木　優安 ウチキ　ユアン 7578

清水　研佑 シミズ　ケンスケ 7579

三輪　康太 ミワ　コウタ 7580

森田　隼平 モリタ　ジュンペイ 7581

上坂　飛嘉 コウザカ　アスカ 7582

桐畑　全 キリハタ　タモツ 7583

中村　暁人 ナカムラ　アキヒト 7584

山中　智敦 ヤマナカ　トモアツ 7585

山本　悠馬 ヤマモト　ユウマ 7586

森川　永遠 モリカワ　トワ 7587

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 7588

広田 拓哉 ヒロタ　タクヤ 7589

流　泰河 ナガレ　タイガ 7590

深澤　羽琉 フカザワ　ハル 7591

應矢　成希 オウヤ　ハルキ 7592

舩木 靖忠 フナキ　ヤスタダ 7593

恒川　裕太 ツネカワ　ユウタ 7594

柴田　日向 シバタ　ヒュウガ 7595

若林 聖夏 ワカバヤシ　セナ 7596

上田 陽生 ウエダ　ハルキ 7597

原　暁音 ハラ　アキト 7598

中川　朔也 ナカガワ　サクヤ 7599

米田　竜将 ヨネダ　タツマサ 7600

今村 海斗 イマムラ　カイト 7601

中川　浩太 ナカガワ　コウタ 7602

水球　区分【B】



club 千葉水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

渡邊　瑛人 ワタナベ　エイト 7603

河野　莉侑 カワノ　リウ 7604

江端　佑亮 エバタ　ユウスケ 7605

松島　児太郎 マツシマ　コタロウ 7606

櫻井　智波 サクライ　チナミ 7607

森川　翼 モリカワ　ツバサ 7608

濱口　颯太朗 ハマグチ　ソウタロウ 7609

八木　海星 ヤギ　カイセイ 7610

森川　翔 モリカワ　ショウ 7611

木村　太一 キムラ　タイチ 7612

染谷　仁稀 ソメヤ　ヒロキ 7613

伊東　大河 イトウ　タイガ 7614

横山　凌芽 ヨコヤマ　リョウガ 7615

小野　隆之介 オノ　リュウノスケ 7616

日色　春太 ヒイロ　シュンタ 7617

club 大津スポーツクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

中尾　仁 ナカオ　ジン 7618

髙井　結伍 タカイ　ユウゴ 7619

加藤　陸斗 カトウ　リクト 7620

奥田　朔大 オクダ　サクタ 7621

伊藤　珀叶 イトウ　ハクト 7622

日笠　琥太郎 ヒカサ　コタロウ 7623

前田　龍紀 マエダ　リュウキ 7624

奥野　誓太朗 オクノ　セイタロウ 7625

重松　心人 シゲマツ　ハアト 7626

島津　岳歩 シマヅ　ガクホ 7627

佐藤　肇 サトウ　ハジメ 7628

水球　区分【B】


