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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 556 冨貴　健進 ﾌｳｷﾄｼﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 507 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 順天堂 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
3 433 坂本　邦彦 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 66 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ コナミ北浦和 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高3
5 516 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
6 409 友野　良和 ﾄﾓﾉ ﾖｼｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 534 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
8

2組
1 64 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ 大4
2 471 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 15 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶSC 高1
4 584 鷲塚　泰明 ﾜｼﾂﾞｶ ﾔｽｱｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
5 388 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 136 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
7 380 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
8 370 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

3組
1 555 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳﾏｻｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 125 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
3 608 CHEN ZUO Chen Zuo ＣＨＮ CHN
4 605 Y.LUPIEN Lupien Yanni ＣＡＮ CAN
5 632 C.GIBSON Gibson Camer ＮＺＬ NZL
6 139 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
7 299 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 高2
8 565 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4

4組
1 538 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 470 藤野　哲平 ﾌｼﾞﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 643 A.KAPRALOV Kapralov And ＲＵＳ RUS
4 176 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ SAT 大4
5 489 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
6 73 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
7 648 CHEN TE TUNG Chen Te-Tung ＴＰＥ TPE
8 426 千葉　卓也 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3

5組
1 361 原　康太郎 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
2 497 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 661 Y.YEGOSHIN Yegoshin Yur ＵＫＲ UKR
4 606 R.SAY Say Richard ＣＡＮ CAN
5 483 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 24 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ 茗水会 ﾒｲｽｲｶｲ
7 633 M.BURMESTER Burmester Mo ＮＺＬ NZL
8 268 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 京都シティ ｷｮｳﾄｼﾃｨｽ 中3
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