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スタートリスト
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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 1243 杉原　崇斗 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ 松江南 ﾏﾂｴﾐﾅﾐ 高2
3 1359 赤澤　寛幸 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 城ノ内 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ 高3
4 1255 藤井　夢人 ﾌｼﾞｲ ﾕﾒﾄ 岡山大安寺 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲｱ 高3
5 1570 比嘉　和紀 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 沖縄工業 ｵｷﾅﾜｺｳｷﾞ 高3
6 807 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 敦賀 ﾂﾙｶﾞ 高1
7 1330 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 高松商業 ﾀｶﾏﾂｼｮｳｷ 高3
8

2組
1
2 1480 金　　亜蘭 ｷﾝ ｱﾗﾝ 九州朝鮮 ｷｭｳｼｭｳﾁｮ 高1
3 56 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 小樽桜陽 ｵﾀﾙｵｳﾖｳ 高3
4 164 関川　拓朗 ｾｷｶﾜ ﾀｸﾛｳ 鶴岡工業 ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞ 高3
5 1541 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大分上野丘 ｵｵｲﾀｳｴﾉｶ 高3
6 1266 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 美作 ﾐﾏｻｶ 高2
7 1357 小田真太郎 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 穴吹 ｱﾅﾌﾞｷ 高1
8

3組
1 129 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東北 ﾄｳﾎｸ 高1
2 1126 阪倉　庸介 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ 東豊中 ﾋｶﾞｼﾄﾖﾅｶ 高3
3 590 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 日大高 ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高2
4 441 中川　　覚 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 渋谷 ｼﾌﾞﾔ 高3
5 174 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 羽黒 ﾊｸﾞﾛ 高3
6 1438 平田　憲輝 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ 東福岡 ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高3
7 1274 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 関西 ｶﾝｾﾞｲ 高2
8 724 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 長岡大手 ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高3

4組
1 71 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 立命館慶祥 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲ 高2
2 1228 上野山　優 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳ 県和歌山商業 ｹﾝﾜｶﾔﾏｼｮ 高3
3 666 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 桐光学園 ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高1
4 284 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 春日部共栄 ｶｽｶﾍﾞｷｮｳ 高3
5 1104 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 太成学院大高 ﾀｲｾｲｶﾞｸｲ 高2
6 268 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高崎商業 ﾀｶｻｷｼｮｳｷ 高3
7 938 田辺　瑛二 ﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 豊明 ﾄﾖｱｹ 高2
8 385 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 市立船橋 ｼﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高2

5組
1 836 三浦　　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 飛龍 ﾋﾘｭｳ 高3
2 765 深海　佑太 ﾌｶｳﾐ ﾕｳﾀ 中越 ﾁｭｳｴﾂ 高3
3 665 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 桐光学園 ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高1
4 289 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 春日部共栄 ｶｽｶﾍﾞｷｮｳ 高2
5 9 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 尚志学園 ｼｮｳｼｶﾞｸｴ 高2
6 965 長谷川高之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 豊田北 ﾄﾖﾀｷﾀ 高3
7 440 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 海城 ｶｲｼﾞｮｳ 高1
8 137 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 秋田南 ｱｷﾀﾐﾅﾐ 高2
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 172 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 羽黒 ﾊｸﾞﾛ 高3
2 847 嶋野　　光 ｼﾏﾉﾋｶﾙ 飛龍 ﾋﾘｭｳ 高1
3 1190 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 報徳学園 ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴ 高3
4 270 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高崎商業 ﾀｶｻｷｼｮｳｷ 高2
5 223 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 古河第一 ｺｶﾞﾀﾞｲｲﾁ 高3
6 1212 三口　智也 ﾐｸﾁ ﾄﾓﾔ 和歌山北 ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高3
7 54 麓　　剛大 ﾌﾓﾄ ｺﾞｳﾀ 札幌手稲 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 高3
8 286 宮尾　康寿 ﾐﾔｵ ﾔｽﾋｻ 春日部共栄 ｶｽｶﾍﾞｷｮｳ 高2
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