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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 4108 柴山  和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 焼津豊田 ﾔｲﾂﾞﾄﾖﾀﾞ 中3
2 8503 塩月  智博 ｼｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 蒲江翔南 ｶﾏｴｼｮｳﾅﾝ 中3
3 5701 篠原  大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 三郷 ｻﾝｺﾞｳ 中3
4 6808 工藤  慎也 ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 防府右田 ﾎｳﾌﾐｷﾞﾀ 中3
5 6629 高山    大 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 福山鳳 ﾌｸﾔﾏｵｵﾄﾘ 中3
6 4327 冨田  尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 東海横須賀 ﾖｺｽｶ 中3
7 617 大和田卓爾 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 千葉小中台 ﾁﾊﾞｺﾅｶﾀﾞ 中2
8 6407 山口    哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 倉敷東 ｸﾗｼｷﾋｶﾞｼ 中3
9 3002 野沢  幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 新潟小千谷 ｵﾁﾞﾔ 中3

10

2組
1 8020 加藤  卓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 直方第二 ﾉｵｶﾞﾀﾆ 中3
2 6410 正木  一平 ﾏｻｷ ｲｯﾍﾟｲ 岡大附属 ｵｶﾀﾞｲﾌｿﾞ 中2
3 86 待井  大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 秦野本町 ﾊﾀﾞﾉﾎﾝﾁｮ 中3
4 4326 山田  猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 一宮市南部 ｲﾁﾉﾐﾔﾅﾝﾌ 中2
5 3023 若月  哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 長岡東北 ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中3
6 626 山田  浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 大網白里増穂 ﾏｽﾎ 中3
7 625 根本  祐介 ﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 佐原 ｻﾜﾗ 中3
8 8021 切通  佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 福岡宮竹 ﾌｸｵｶﾐﾔﾀｹ 中3
9 8024 上野  周作 ｳｴﾉ ｼｭｳｻｸ 朝倉比良松 ｱｻｸﾗﾋﾗﾏﾂ 中3

10 5322 谷口    翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 東大阪英田 ｱｶﾀﾞ 中2

3組
1 4005 尾関  宏紀 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｷ 多治見北陵 ﾎｸﾘｮｳ 中3
2 602 佐藤  武史 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 鎌ヶ谷第五 ｶﾏｶﾞﾔｺﾞ 中3
3 4336 野村  卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 春日井鷹来 ｱｲﾁﾀｶｷﾞ 中3
4 3406 諏訪  祥平 ｽﾜ ｼｮｳﾍｲ 更埴西 ｺｳｼｮｸﾆｼ 中3
5 6809 林    純平 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口平川 ﾋﾗｶﾜ 中2
6 54 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 藤沢第一 ﾌｼﾞｻﾜﾀﾞｲ 中3
7 5317 坂本  一晃 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 大阪加賀屋 ｵｵｻｶｶｶﾞﾔ 中3
8 5001 﨑村    亘 ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 草津 ｸｻﾂ 中2
9 1214 山川  大地 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 芽室 ﾒﾑﾛ 中3

10 5519 臼井  理登 ｳｽｲ ﾏｻﾄ 神戸広陵 ｺｳﾘｮｳ 中3
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