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競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 513 月田　康之 ﾂｷﾀ ﾔｽﾕｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
2 448 福山　達也 ﾌｸﾔﾏ ﾀﾂﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
3 662 P.ILLICHOV Illichov Pav ＵＫＲ UKR
4 468 朝日大二郎 ｱｻﾋ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
5 85 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ セ・浦安 ｾ･ｳﾗﾔｽ 大1
6 296 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 市川高校 ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高3
7 211 大塚　雅夢 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾑ 富　士　通 FUJITSU
8

2組
1 333 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＫＳＧときわ KSGﾄｷﾜSS 高3
2 376 渡邉　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 132 竹内　寿史 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
4 169 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ イトマン昭島 ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 大1
5 198 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ セ・東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高3
6 365 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
7 492 出崎　善久 ﾃﾞｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 247 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 名古屋高 ﾅｺﾞﾔｺｳ 高2

3組
1 183 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高3
2 257 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 中京大大学院 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ
3 430 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 485 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 372 竹内　勇紀 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 405 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 428 梶山　貴洋 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
8 326 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ ジャパン丸亀 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 高2

4組
1 2 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ イトマン宮森 ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 高3
2 72 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
3 103 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高3
4 601 M.WELSH Welsh Matt ＡＵＳ AUS
5 634 S.TALBOT Talbot Scott ＮＺＬ NZL
6 321 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ フジタＤＣ ﾌｼﾞﾀDC 高2
7 289 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗｹﾝｼﾞﾛｳ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 大1
8 526 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
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