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Bib No. 氏名 カナ 性別 所属 区分 学年

1 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 （日本体育大） 大学 2

2 長谷川真大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 男子 （日本文理） 高校 2

3 湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ 男子 （中京大） 大学 1

4 渡辺　雅空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ 男子 （日本体育大） 大学 1

5 成畑　凌雅 ﾅﾘﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ 男子 （湘南工大附／相模原ＤＣ） 高校 3

6 中西秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 男子 （アテナＡＭＣ） 大学 4

7 鮫島　渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 男子 （武蔵野銀行／アテナＡＭＣ） 一般

8 原　　尚稔 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 男子 （山梨学院大） 大学 2

9 松本　勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ 男子 （市立船橋／ＣＡＣ勝田台） 高校 2

10 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 男子 （三重スポ協） 一般

11 羽生　朝喜 ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 男子 （日本文理） 高校 1

12 渡邊　健晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｾｲ 男子 （村野工） 高校 3

13 増田　海翔 ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 （村野工） 高校 1

14 櫻井　智和 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 男子 （オーシャンナビ） 一般

15 西村　尚樹 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 （中京大） 大学 4

16 尾矢　海太 ｵﾔ ｼｲﾀ 男子 （中京大中京高／パシフッィク） 高校 3

17 長川　　匠 ｵｻｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 （福岡大） 大学 1

18 渋谷　帆想 ｼﾌﾞﾔ ﾎﾉﾝ 男子 （湘南工大附／イトマン横浜） 高校 1

19 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ 男子 （豊川高） 高校 1

20 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 男子 （木下グループ） 一般

21 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 男子 （アクラブ藤沢） 大学 3

22 日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 男子 （日本大） 大学 1

23 西原　悠真 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 （山梨学院大） 大学 2

24 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 男子 （福岡大） 大学 1

25 川井　　優 ｶﾜｲ ﾕｳ 男子 （拓殖大） 大学 2

26 永原　秀晃 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 （福岡大） 大学 3

27 小澤雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 （アクラブ藤沢） 大学 2

28 菊地　大朗 ｷｸﾁ ｵｵ 男子 （山梨学院大） 大学 1

29 彌永　雄一 ﾔﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 （相模原市水協） 一般

30 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 男子 （チームフクイ） 一般

31 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 （ダッシュ三条） 高校 3
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32 道浦　雅弘 ﾐﾁｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 （パルワカヤマ） 高校 3

33 渡辺　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 男子 （拓殖大） 大学 1

34 上原　広暉 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 （千葉商科大） 大学 4

35 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 男子 （日本文理） 高校 2

36 伊藤　銀士 ｲﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 （中京大中京高／ＪＳＳ白子） 高校 1

37 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 （日本体育大） 大学 2

38 小玉　風護 ｺﾀﾞﾏ ﾌｳｺﾞ 男子 （ヨコハマＳＣ） 大学 1

39 廣岡　　全 ﾋﾛｵｶ ｾﾞﾝ 男子 （スウィンみよし／武南） 高校 1

40 冨田遼太郎 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 （日本大） 大学 1

41 築地原智二 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾄﾓｼ 男子 （豊川高） 高校 2

42 藤原　厚弘 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂﾋﾛ 男子 （アクラブ藤沢／湘南工大附） 高校 2

43 髙森　悠叶 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳﾄ 男子 （湘南工大附／イトマン横浜） 高校 3

44 大塚　　陽 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ 男子 （相模原市水協／上溝） 高校 3

45 綿貫　慶吾 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ 男子 （新潟医福大） 大学 2

46 五十里屋海斗 ｲｶﾘﾔ ｶｲﾄ 男子 （日本文理） 高校 2

47 小笠　将貴 ｵｶﾞｻ ｼｮｳｷ 男子 （ヨコハマＳＣ／関東学院） 高校 2

48 鈴木　大智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 男子 （東邦ＳＣ） 中学 3

49 金子　拳斗 ｶﾈｺ ｹﾝﾄ 男子 （中京大中京高／尾西ＳＳ） 高校 2

50 筒井　大介 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 （新潟医福大） 大学 1

51 黒澤　佑介 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｽｹ 男子 （中京大） 大学 1

52 佐藤　脩斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男子 （飛龍高校） 高校 3

53 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 （法政大） 大学 2

54 桑添　　陸 ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ 男子 （新潟医福大） 大学 4

55 本山　　空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ 男子 （ＭＧニッシン／天理高校） 高校 3

56 松橋　佳秀 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 男子 （スウィンあざみ） 高校 1

57 ﾌｧｳﾗｰ快留 ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ 男子 （春日部共栄） 高校 2

58 岡　　謙佑 ｵｶ ｹﾝｽｹ 男子 （姫路商／ＳＵＮ加西） 高校 2

59 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 男子 （木下グループ） 一般

60 岩住宏一郎 ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 （枚方ＳＳ／太成学院大高） 高校 1

61 今田　　柊 ｲﾏﾀﾞ ｼｭｳ 男子 （パル彩の台） 高校 3

62 蔵本　大和 ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男子 （柏洋・柏／市川学園） 高校 1
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63 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 男子 （中京大中京高／ビート守山） 高校 3

64 藤本　遥介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子 （パルワカヤマ） 中学 3


