
平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 名寄 75 植木　雄大 ｳｴｷ ﾕｳﾀ 高2
ﾅﾖﾛ 高校 77 米津慎之介 ﾖﾈﾂ ｼﾝﾉｽｹ 高1

76 増田　健人 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
74 寺崎　美郷 ﾃﾗｻｷ ﾐｻﾄ 高2

3 高松商業 1330 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 高3
ﾀｶﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1333 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高2

1332 坂東　知樹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 高2
1335 森　　崇晃 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 高1

4 長野日大 703 中澤　　仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 高2
ﾅｶﾞﾉﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 705 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高2

706 黒岩　健一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ 高2
702 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高3

5 八幡浜 1379 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1376 平田　啓示 ﾋﾗﾀ ｹｲｼﾞ 高3

1377 久保　　仁 ｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 高3
1375 宇都宮一希 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 高3

6 白老東 60 小鹿　尚隆 ｺｼﾞｶ ﾋｻﾀｶ 高3
ｼﾗｵｲﾋｶﾞｼ 高校 61 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 高2

63 大浦　夕輝 ｵｵｳﾗ ﾕｳｷ 高1
62 森田　啓介 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 高1

7

8

Page: 1/8 Printing: 2004/08/18 10:45:34

加　盟

愛  媛

北海道

北海道

香  川

長  野



平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 多度津工業 1338 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 高3
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞｮｳ 高校 1344 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1

1343 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高1
1342 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1

3 西城陽 1030 若宮　裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1026 菱田　貴文 ﾋｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高3

1025 森口　裕規 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高3
1027 安場　祐太 ﾔｽﾊﾞ ﾕｳﾀ 高3

4 日大山形 154 中島　正善 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ 高校 155 齋藤　良太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2

157 高橋　昌測 ﾀｶﾊｼﾏｻﾉﾘ 高1
159 斉藤賢太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 高1

5 浜松商業 870 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 高3
ﾊﾏﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 869 磯部竜太朗 ｲｿﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高3

873 鈴木　基修 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 高1
871 奥野　哲也 ｵｸﾉ ﾃﾂﾔ 高3

6 県立浦和 315 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 319 小林　誠人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 高3

322 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高1
318 橋岡　　靖 ﾊｼｵｶ ﾔｽｼ 高3
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スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 都立駒場 428 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2

ﾄﾘﾂｺﾏﾊﾞ 高校 425 伊藤　瑛二 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 高3
426 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
424 河野　　遼 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 高3

2 美作 1268 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高1
ﾐﾏｻｶ 高校 1267 辺本　桂介 ﾅﾍﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 高2

1269 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高1
1266 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高2

3 大体大浪商 1052 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高2
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 1049 南　　孝信 ﾐﾅﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ 高3

1054 冨貴　健太 ﾌｳｷ ｹﾝﾀ 高2
1055 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高2

4 盛岡南 86 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 84 印南　和也 ｲﾝﾅﾐ ｶｽﾞﾔ 高3

88 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高1
87 藤川　尚弥 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ 高1

5 豊田北 966 朝日 恵太 ｱｻﾋ ｹｲﾀ 高3
ﾄﾖﾀｷﾀ 高校 970 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高1

967 戸神　悠太 ﾄｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 高2
965 長谷川高之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 高3

6 大分雄城台 1547 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高2
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉﾀﾞｲ 高校 1546 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高2

1548 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高2
1543 日野　雅勝 ﾋﾉ ﾏｻｶﾂ 高3

7 倉敷天城 1257 藤田　晃平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高3
ｸﾗｼｷｱﾏｷﾞ 高校 1260 赤木　義明 ｱｶｷﾞ ﾖｼｱｷ 高2

1256 酒井　　紳 ｻｶｲ ｼﾝ 高3
1261 内田　潤一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高1

8 会津工業 212 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 高2
ｱｲﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ 高校 214 原田　辰徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 高1

213 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高1
211 笠間　佳典 ｶｻﾏ ﾖｼﾉﾘ 高3
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スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 安積 205 近藤　貴将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 高2

ｱｻｶ 高校 207 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高2
204 三輪　和寛 ﾐﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 高2
206 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高2

2 東京成徳大高 452 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2
ﾄｳｷｮｳｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞ 高校 451 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 高2

453 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 高2
454 杉本　　巧 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 高2

3 法政二 614 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆ 高校 616 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高2

619 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高1
608 周東　将士 ｼｭｳﾄｳ ﾏｻｼ 高3

4 日大藤沢 624 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｼﾞｻﾜ 高校 622 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高3

627 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高2
626 菊田　　力 ｷｸﾀ ﾂﾄﾑ 高2

5 長岡大手 729 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 730 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高1

725 山本　　豪 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 高3
724 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 高3

6 日本文理 755 加藤　隆三 ｶﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 760 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高1

757 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2
753 長谷川拓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3

7 西京 1319 黒川　裕貴 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｷ 高2
ｻｲｷｮｳ 高校 1315 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 高3

1316 松永　圭司 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｼﾞ 高2
1318 森重　俊一 ﾓﾘｼｹﾞ ﾄｼｶｽﾞ 高2

8 中京大中京 910 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 高3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿ 高校 919 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高1

911 岡田　貴行 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 高3
917 鴛渕　将臣 ｵｼﾌﾞﾁ ﾏｻｵﾐ 高2
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スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 東福岡 1443 酒井　秀信 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 高2

ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1439 宇野　勇己 ｳﾉ ﾕｳｷ 高3
1441 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高2
1437 篠宮　　悟 ｼﾉﾐﾔ ｻﾄﾙ 高3

2 日大高 590 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 592 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高2

585 小宮　丈典 ｺﾐﾔ ﾀｹﾉﾘ 高3
587 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 高3

3 九州学院 1510 花里　　薫 ﾊﾅｻﾞﾄ ｶｵﾙ 高3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1517 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 高2

1511 平田　一真 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾏ 高3
1521 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高1

4 中越 769 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高1
ﾁｭｳｴﾂ 高校 765 深海　佑太 ﾌｶｳﾐ ﾕｳﾀ 高3

767 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 高3
768 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高2

5 新潟県央工業 742 関谷　太佑 ｾｷﾔ ﾀｲｽｹ 高3
ﾆｲｶﾞﾀｹﾝｵｳｺｳｷﾞｮ 高校 744 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高2

740 横山　正浩 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 高3
743 坂井　優太 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 高3

6 兵庫市川 1170 近藤　真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高2
ﾋｮｳｺﾞｲﾁｶﾜ 高校 1172 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高1

1167 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3
1173 熊本　悠祈 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高1

7 桐蔭学園 644 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 641 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3

642 藤井雄太郎 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
640 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3

8 市立尼崎 1149 藤本　昂大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高2
ｼﾘﾂｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1155 藤田　祐司 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 高2

1157 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高1
1153 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高2
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スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 本郷 545 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高3

ﾎﾝｺﾞｳ 高校 546 村山　　智 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 高1
543 吉田　勇気 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 高3
541 本夛　正典 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 高3

2 尚志学園 9 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 16 藤田　啓輔 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 高1

7 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
15 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高1

3 鶴岡工業 166 五瓶　佑太 ｺﾞﾍｲ ﾕｳﾀ 高3
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ 高校 161 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3

167 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高1
162 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 高3

4 高崎商業 268 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
ﾔｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 273 白井　　秀 ｼﾛｲ ｽｸﾞﾙ 高1

270 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2
272 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高2

5 近畿大附 1134 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 1128 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3

1131 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3
1133 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2

6 東北 125 湯村健太郎 ﾕﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 129 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高1

124 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高2
128 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高1

7 埼玉栄 335 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 330 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高2

331 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2
326 大西　亮太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 高3

8 羽黒 174 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾊｸﾞﾛ 高校 172 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

173 佐竹　甲平 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 高3
177 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高1
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
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スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 日大三島 817 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高1

ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾐｼﾏ 高校 819 石原　範人 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘﾋﾄ 高1
815 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高2
820 橋詰　直毅 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵｷ 高1

2 京都外大西 1001 西　　慧精 ﾆｼ ｹｲｼｮｳ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1006 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2

1008 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高2
1007 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高2

3 広島沼田 1299 広田　将也 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾔ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 1301 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高2

1298 左本　雄己 ｻﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
1302 前峠　寛和 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高2

4 日大豊山 522 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｻﾞﾝ 高校 515 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 高3

521 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
520 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2

5 市立船橋 384 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3
ｼﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 387 浦上　恒佑 ｳﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 高2

385 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高2
388 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高1

6 豊川 957 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 953 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高2

952 島崎　修太 ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀ 高2
948 山口　　翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 高3

7 九産大付九州 1426 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高1
ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞ 高校 1427 入江　一気 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 高1

1416 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 高3
1422 川崎　数己 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 高3

8 湘南工大附 565 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 573 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高1

564 伊藤　慎平 ｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 高3
570 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高2
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競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:28.28
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 桐光学園 664 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高1

ﾄｳｺｳｶﾞｸｴﾝ 高校 666 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高1
665 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高1
663 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高2

2 八王子 481 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 472 大門　栄樹 ﾀﾞｲﾓﾝ ｴｲｷ 高2

477 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2
474 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 高2

3 飛龍 836 三浦　　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 847 嶋野　　光 ｼﾏﾉﾋｶﾙ 高1

848 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏﾖｼﾌﾐ 高1
835 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3

4 春日部共栄 289 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 288 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2

291 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高1
284 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3

5 報徳学園 1195 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 高校 1194 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2

1190 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 高3
1197 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

6 世田谷学園 531 江部　聡一 ｴﾍﾞ ｿｳｲﾁ 高3
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝ 高校 530 井出　吏樹 ｲﾃﾞ ﾘｷ 高3

533 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
529 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 高3

7 太成学院大高 1102 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 1104 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

1103 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2
1097 矢野　太志 ﾔﾉ ﾀｲｼ 高3

8 早稲田実業 510 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 507 金沢　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高2

511 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高1
508 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ 高2
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