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競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 632 C.GIBSON Gibson Camer ＮＺＬ NZL
2 135 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
3 475 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 384 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 450 林　　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
6 443 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
7 16 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶSC 高3
8

2組
1 362 高谷　健司 ﾀｶﾔ ｹﾝｼﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
2 648 CHEN TE TUNG Chen Te-Tung ＴＰＥ TPE
3 358 園中　貴文 ｿﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 531 高山　裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 534 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
6 360 岩立　将史 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 555 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
8 445 東　　晃司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3

3組
1 463 川崎　晃尚 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
2 139 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
3 633 M.BURMESTER Burmester Mo ＮＺＬ NZL
4 641 Y.PRILUKOV Prilukov Yur ＲＵＳ RUS
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 15 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶSC 高1
7 375 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
8 287 渡辺　元太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ コスパ瓢箪山 COSPA 大3

4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
2 302 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 高2
3 125 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
4 539 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 622 PARK TAE HWAN Park Tae-Hwa ＫＯＲ KOR
6 464 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
7 99 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大2
8 551 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1

5組
1 275 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
2 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
3 369 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
4 606 R.SAY Say Richard ＣＡＮ CAN
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
6 227 荒瀬　洋太 ｱﾗｾ ﾖｳﾀ 富山パレス ﾄﾔﾏﾊﾟﾚｽ
7 343 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 584 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
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