
第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 和歌山北高校 10948 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 10943 三木　康平 ﾐｷ ｺｳﾍｲ 高3

10940 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
10942 三口　智也 ﾐｸﾁ ﾄﾓﾔ 高3

4 京都外大西高 10764 江島　翔太 ｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10774 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高1

10760 雨林　政男 ｳﾘﾝ ﾏｻｵ 高3
10767 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高1

5 豊川高 10737 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10730 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高1

10735 山口　　翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 高3
10736 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1

6 県立浦和 10152 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高1
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10148 宍戸　　純 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 高3

10146 永山　剛史 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 高3
10150 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 高3

7 成田高校 10236 木村秀太郎 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 高3
ﾅﾘﾀｺｳｺｳ 高校 10233 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高1

10234 青木　一義 ｱｵｷ ｶｽﾞﾖｼ 高1
10235 木村　祐揮 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

8 北陽高校 10788 山脇　健二 ﾔﾏﾜｷ ｹﾝｼﾞ 高2
ﾎｸﾖｳｺｳｺｳ 高校 10786 吉田　直喜 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 高3

10789 西浦　大輔 ﾆｼｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
10787 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高2
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 ＫＥＩＳＣ 11038 永田　和人 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 高3
KEISC 高校 11041 渡瀬　英晃 ﾜﾀｾ ﾋﾃﾞｱｷ 高2

11042 本郷　雄三 ﾎﾝｺﾞｳ ﾕｳｿﾞｳ 高1
11040 深川　　新 ﾌｶｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 高1

3 大阪水泳学校 10835 広田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 高1
OSAKA.SG 高校 10839 中谷　知幹 ﾅｶﾀﾆ ﾁｶﾗ 高2

10834 岩藤　大地 ｲﾜﾌｼﾞ ﾀﾞｲﾁ 高3
10841 浜上　　晃 ﾊﾏｶﾞﾐ ｱｷﾗ 高1

4 太陽教育ＳＣ 10348 吉原　大樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 高3
T･K･S･C 高校 10350 桑原　良介 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2

10353 川井　　玲 ｶﾜｲ ﾚｲ 高2
10349 久保寺甲斐 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｶｲ 高3

5 Ｓアカデミ－ 10553 八ッ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高1
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 高校 10549 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

10552 藤田　雅彦 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 高3
10550 上水流　聡 ｶﾐｽﾞﾙ ｻﾄｼ 高2

6 みかづきＳＳ 11001 原　　龍徳 ﾊﾗ ﾀﾂﾉﾘ 高2
ﾐｶﾂﾞｷSS 高校 11006 藤川　卓也 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ 高3

11005 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高1
11007 楠瀬　三邦 ｸｾﾉｾ ﾐｸﾆ 高2

7 ウオタメイツ 10515 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高校 10519 山崎　瑛司 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 高2

10522 鈴木　健弘 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 高2
10512 岡崎　　潤 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 高3

8 平針ＳＳ 10726 松倉　圭佑 ﾏﾂｸﾗ ｹｲｽｹ 中3
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 10725 穴沢　朋矢 ｱﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 高2

10728 播磨　勇人 ﾊﾘﾏ ﾊﾔﾄ 高1
10727 植田　俊輔 ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高3

9 コナミ白石 10020 麓　　剛大 ﾌﾓﾄ ｺﾞｳﾀ 高3
ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高校 10018 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高2

10019 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 高3
10017 坂上　拓輝 ｻｶｳｴ ﾋﾛｷ 高1
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 横河ＳＣ 10408 岩村　宗俊 ｲﾜﾑﾗ ﾑﾈﾄｼ 高2
ﾖｺｶﾞﾜSC 高校 10410 坂井　亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 高3

10407 阿久原修平 ｱｸﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 高2
10414 平原　応天 ﾋﾗﾊﾗ ﾏｻﾀｶ 高3

3 ニスポ元住吉 10584 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2
ﾆｽﾎﾟ 高校 10582 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高2

10581 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
10583 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高2

4 ﾖｺﾊﾏSC八景 10585 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 高3
ﾖｺﾊﾏSCKH 高校 10587 絵面　良太 ｴﾂﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 高2

10586 沖田　哲哉 ｵｷﾀ ﾃﾂﾔ 高2
10589 執印　啓介 ｼｭｳｲﾝ ｹｲｽｹ 高3

5 Ｓ＆Ｆ 10612 石川　知樹 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ 高3
S&F 高校 10611 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 高2

10616 柳井　賢太 ﾔﾅｲ ｹﾝﾀ 高3
10610 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高2

6 ＪＳＳ北神戸 10922 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 中3
JSSｷﾀｺｳﾍ 10921 古屋　祐仁 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 高2

10920 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高2
10923 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2

7 ＪＳＳ御影 10902 清田　大介 ｾｲﾀ ﾀﾞｲｽｹ 中3
JSSﾐｶｹﾞ 10901 山下　健斗 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾄ 高3

10903 西山　佑二 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高2
10905 田口　雄一 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 高2

8 あかやまＳＳ 10075 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 高3
ｱｶﾔﾏSS 10077 福地　翔平 ﾌｸﾁ ｼｮｳﾍｲ 高2

10076 日原　悠吾 ﾋﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 中3
10078 鈴木　孝尚 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 高2

9 イトマンレオ 10543 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 中2
ｲﾄﾏﾝﾚｵ 10545 菊池　秀教 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 高3

10547 福島　尚吾 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 高2
10544 岸　　純輝 ｷｼ ｼﾞｭﾝｷ 高1
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1

2 早稲田ＳＳ 10186 寺田　佑樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 高1
ﾜｾﾀﾞSS 高校 10187 中尾　　統 ﾅｶｵ ﾊｼﾞﾒ 高3

10189 富岡　浩之 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾕｷ 高3
10190 矢部　達也 ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 高2

3 イトマン大宮 418 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10170 伊奈　浩平 ｲﾅ ｺｳﾍｲ 高3

10172 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高2
10177 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高1

4 サギヌマＳＣ 10500 木原　貴史 ｷﾊﾗ ﾀｶｼ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10498 大島　拓磨 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 高3

10496 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高2
10497 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高2

5 東京ＳＣ 10369 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10357 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高1

10361 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3
10370 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

6 山梨学院高校 10617 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10619 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高1

10620 福井　達也 ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ 高3
10618 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 10575 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 10574 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 高2

10573 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
10576 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ 越谷 10165 関谷　俊佑 ｾｷﾔ ｼｭﾝｽｹ 高2
ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 10168 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高2

10167 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 中3
10169 小林　隼斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 高3

9 埼玉栄 10154 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10161 中村　俊貴 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 高3

10160 大西　亮太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 高3
10159 増田　雄紀 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 高3
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1

2 金田ＳＣ 10332 村上　雅規 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 10328 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 中3

10326 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2
10337 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高2

3 イトマン前橋 10140 山下　和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 高1
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 高校 10141 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2

10139 宮田　恭平 ﾐﾔﾀ ｷｮｳﾍｲ 高2
10144 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高2

4 イトマン東京 10419 島　　優一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ 高2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 高校 10418 小川　康仁 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 高3

10417 熊野　勇大 ｸﾏﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
10420 野口　順也 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

5 イトマン宮森 10012 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 高校 10014 川岸　直生 ｶﾜｷﾞｼ ﾀﾀﾞｵ 高3

10015 米野　淳詞 ﾖﾈﾉ ｱﾂｼ 高2
10013 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高1

6 世田谷ＳＳ 10453 野口　一毅 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高3
ｾﾀｶﾞﾔSS 高校 10446 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高1

10448 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高2
10445 井出　吏樹 ｲﾃﾞ ﾘｷ 高3

7

8 日大豊山 10308 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10315 八木　啓介 ﾔｷﾞ ｹｲｽｹ 高3

10306 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2
10309 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3

9 市川 10881 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 10880 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高2

10882 鈴木　大和 ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 高3
10877 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1

2 フィッツＳＣ 10628 勝村　正輝 ｶﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 高1
ﾌｨｯﾂSC 高校 10629 成田　勇樹 ﾅﾘﾀ ﾕｳｷ 高3

10631 長坂　優志 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼ 高3
10634 飯沼　　亮 ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳ 高3

3 太成SP 10857 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2
ﾀｲｾｲｽﾎﾟｰﾂ 高校 10858 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高2

10856 植田　雅彦 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 高3
10859 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2

4 太成学院大高 10803 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10805 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高1

10806 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高1
10804 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1

5 AUS/NSW 5001 Grant.B Grant.B
AUS/NSW 5005 James.S James.S

5002 Joshua.M Joshua.M
5004 Kirk.P Kirk.P

6 イトマン 10820 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 10814 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

10824 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3
10812 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 高3

7 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10243 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 高校 10241 蟹沢　翔一 ｶﾆｻﾜ ｼｮｳｲﾁ 高2

10240 下村　謙太 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝﾀ 高2
10245 渡邉　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高2

8 名古屋高 10699 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 10700 桜井　孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高1

10703 澤田　将宏 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2
10702 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高2

9 ＪＳＳニホー 10910 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高3
JSSﾆﾎｰ 高校 10908 玉田　雄一 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高2

10907 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 高2
10909 谷口　悠樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高2
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1

2 中京大中京高 10709 内海　陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 高校 10710 服部　耕平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 高2

10712 鈴木　栄吾 ｽｽﾞｷ ｴｲｺﾞ 高3
10707 鴛渕　将臣 ｵｼﾌﾞﾁ ﾏｻｵﾐ 高2

3 稲毛インター 10250 井口　明彦 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 高2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 高校 10260 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

10255 西村光太郎 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高3
10251 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3

4 多摩ＩＳＣ 10432 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1
ﾀﾏISC 高校 10431 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2

10436 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高2
10433 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高1

5 イトマン埼玉 10214 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10216 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高1

10220 内田　亮介 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高1
10215 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

6 桐蔭学園 10488 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10491 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 高3

10482 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3
10481 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3

7 伊藤ＳＳ 10982 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ｲﾄｳSS 高校 10983 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高2

10984 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1
10985 東條裕一朗 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁﾛ 高2

8 トピーアヤセ 10558 加藤　巧也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高1
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校 10562 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 高3

10560 周東　将士 ｼｭｳﾄｳ ﾏｻｼ 高3
10561 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高2

9 アシスト 10033 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高1
ｱｼｽﾄ 高校 10040 神山　大地 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 高2

10034 阿部　知宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
10035 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高1
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