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競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 537 小林　克文 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾌﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 163 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 高1
3 133 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
4 522 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 373 長谷川育巳 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 447 浜上　洋平 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 274 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
8 566 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2

2組
1 307 田渕　　晋 ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾑ ＫＯＮＡＭＩ KONAMI
2 287 渡辺　元太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ コスパ瓢箪山 COSPA 大3
3 81 鈴木　知也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 東武北越谷 ﾄｳﾌﾞｷﾀｺｼ 大2
4 338 奥出　泰史 ｵｸﾃﾞ ﾀｲｼ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
5 40 谷口　晋矢 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 28 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 高2
7 454 岡崎　弘輔 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8 353 藤本　翔大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2

3組
1 465 団　　拓也 ﾀﾞﾝ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
2 367 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
3 484 森　　康聡 ﾓﾘ ﾔｽｱｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 423 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
5 626 J.J.VELOZ Veloz Juan J ＭＥＸ MEX
6 266 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 京都踏水会 ｷｮﾄﾄｳｽｲｶ 高2
7 544 中山　雄太 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 157 吉井　　純 ﾖｼｲ ｼﾞｭﾝ ＳＡＴ雪谷 SATﾕｷｶﾞﾔ

4組
1 411 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
2 51 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ越谷 ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 高2
3 585 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 630 D.KENT Kent Dean ＮＺＬ NZL
5 127 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
6 469 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 650 WU NIEN PIN Wu Nien-Pin ＴＰＥ TPE
8 295 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 市川高校 ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高3
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