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加盟団体番号 選考対象 氏名 カナ 所属 性別 学校 学年 年齢

3 ○ 大畠恵史朗 ｵｵﾊﾀ ｹｲｼﾛｳ （花巻ＳＦ） 男 中学 2 14 付添 若月　武彦

12 松本　勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ （市立船橋／ＣＡＣ勝田台） 男 高校 3 18 付添 吉松　啓介

13 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ （東京ＳＣ） 男 高校 1 16 付添 大崎　瑛人

13 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ （SWANS） 女 一般 25 付添 藤森　善弘

14 小笠　将貴 ｵｶﾞｻ ｼｮｳｷ （ヨコハマＳＣ／関東学院） 男 高校 3 18 付添 澤田　康永

14 小澤雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ （アクラブ藤沢） 男 大学 3 21 付添 小沢　浩一

14 小玉　風護 ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｺﾞ （ヨコハマＳＣ／拓殖大） 男 大学 2 20 付添 澤田　康永

14 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ （アクラブ藤沢） 男 大学 4 21 付添 小沢　浩一

14 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ （カワサキＳＣ） 女 一般 28 付添 新井　洋之

28 ○ 辻森　魁人 ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ （須磨学園高校） 男 高校 1 15 付添 谷川　　誠

28 ○ 阿部　　悠 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ （須磨学園高校） 女 高校 1 15 付添 谷川　　誠

48 嵯峨　雅己 ｻｶﾞ ﾏｻｷ （法政大） 男 大学 4 22 付添 甲斐　青空

48 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ （早稲田大） 男 大学 4 22 付添 小島　　毅

50 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ （武庫川女子大／PHOENIX） 女 大学 2 20 付添 谷川　　誠

7,5km
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14 ○ 山本　衣良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ （ATSC.YW／白鵬女子高校） 女 高校 1 16 付添 山本　裕子

17 ○ 岡本　心美 ｵｶﾓﾄ ｺｺﾛ （ダッシュ三条） 女 高校 2 17 付添 中條　和之

22 ○ 伊藤　銀士 ｲﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ （中京大中京高／ＪＳＳ白子） 男 高校 2 16 付添 内藤　　智

22 ○ 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ （豊川高） 男 高校 2 17 付添 内藤　　智

22 ○ 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ （中京大中京高／東邦ＳＣ） 女 高校 1 16 付添 内藤　　智

22 ○ 寺田　夢空 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ （豊川高／東邦ＳＣ） 女 高校 2 16 付添 小池　隆治

22 ○ 平山　　桃 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓ （豊川高／1toSWIM） 女 高校 2 17 付添 小池　隆治

27 ○ 岩住宏一郎 ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ （枚方ＳＳ／太成学院大高） 男 高校 2 17 付添 太田　　伸

27 大西かなめ ｵｵﾆｼ ｶﾅﾒ （初芝ＳＳ） 男 一般 33 付添 小林　春吉

28 ○ 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ （須磨学園高校） 男 高校 1 16 付添 谷川　　誠
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1 濱野　　巧 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ （千歳ﾋﾞｰﾊﾞｰSC） 男 大学 3 21 給水 今井　正彦

11 ○ ﾌｧｳﾗｰ快留 ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ （春日部共栄） 男 高校 3 18 給水 戸川須珠子

11 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ （スウィン大宮／法政大学） 男 大学 4 22 給水 大木  賢二

13 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ （木下グループ） 男 一般 24 給水 山本　和幹

13 櫻井 智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ （ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ） 男 一般 46 給水 本間　素子

13 宮田 沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ （ｵｰｼｬﾝﾅﾋﾞ） 女 一般 30 給水 本間　素子

14 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ （カワサキＳＣ） 女 一般 28 給水 新井　洋之

14 ○ 大塚　　陽 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ （相模原市水協／拓殖大） 男 大学 1 19 給水  彌永　雄一

17 ○ 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ （ダッシュ三条） 男 大学 1 19 給水 中條　和之

17 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ （ダッシュ三条） 女 大学 4 22 給水 中條　和之

22 ○ 金子　拳斗 ｶﾈｺ ｹﾝﾄ （中京大中京高／尾西ＳＳ） 男 高校 3 18 給水 内藤　　智

22 ○ 丸山　莉奈 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ （豊川高／ＪＳＳ中川） 女 高校 3 18 給水 小池　隆治

23 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ （三重県庁／四日市ＳＣ） 男 一般 25 給水 北野　琢也

23 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ （三重スポ協／横浜サクラ） 女 一般 23 給水 北野　琢也

27 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ （枚方ＳＳ／同志社大） 女 大学 3 20 給水 太田　　伸

48 ○ 時川　叶夢 ﾄｷｶﾞﾜ ｶﾅﾑ （日本体育大） 男 大学 1 19 給水 石田　華子

48 ○ 成畑　凌雅 ﾅﾘﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ （日本体育大） 男 大学 1 19 給水 内山　拓海

48 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ （日本体育大） 男 大学 3 21 給水 島谷　康弘

48 渡辺　雅空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ （日本体育大） 男 大学 2 20 給水 島谷　康弘

48 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ （日本体育大） 女 大学 2 20 給水 中島　海聖

48 小池　優媛 ｺｲｹ ﾕｴﾝ （日本体育大） 女 大学 4 22 給水 山本　和幹

48 伊東　大稀 ｲﾄｳ ﾀｲｷ （拓殖大） 男 大学 3 21 給水 山口　響輝

48 川井　　優 ｶﾜｲ ﾕｳ （拓殖大） 男 大学 3 21 給水 中鉢　奈穂

48 ○ 坂下　拓己 ｻｶｼﾀ ﾀｸﾐ （拓殖大） 男 大学 1 18 給水 山口　響輝

49 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ （中京大／枚方ＳＳ） 女 大学 3 21 給水 岩間　薫乃

49 筒井　大介 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ （新潟医福大） 男 大学 2 20 給水 千葉佳奈絵

49 ○ 本江　騎吏 ﾎﾝｺﾞｳ ｷﾘ （新潟医福大） 男 大学 2 19 給水 佐藤　恵斗

49 ○ 本山　　空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ （新潟医福大） 男 大学 1 18 給水 馬場　康博

49 綿貫　慶吾 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ （新潟医福大） 男 大学 3 21 給水 佐藤　恵斗

49 ○ 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ （新潟医福大） 女 大学 1 19 給水 馬場　康博

49 山田　奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ （新潟医福大） 女 大学 4 22 給水 千葉佳奈絵

50 ○ 加藤　睦也 ｶﾄｳ ﾁｶﾔ （近畿大学） 男 大学 1 19 給水 貝桝　晴哉

50 ○ 久保田一矢 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ （近畿大学） 男 大学 1 19 給水 越智麻土香

50 ○ 山本こゆき ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ （近畿大学） 女 大学 1 19 給水 越智麻土香
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