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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 448 村崎　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
2 443 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 318 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 1109 有吉　雅敏 ｱﾘﾖｼ ﾏｻﾄｼ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
5 1014 北田  真規 ｷﾀﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
6 58 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 277 江部　聡一 ｴﾍﾞ ｿｳｲﾁ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
8

2組
1 100 船津　宏樹 ﾌﾅﾂ ﾋﾛｷ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 414 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 712 二関竜太郎 ﾆﾉｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 50 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 682 江藤　将太 ｴﾄｳ ｼｮｳﾀ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 685 佐藤　宜男 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 23 船山　創史 ﾌﾅﾔﾏ ｿｳｼ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
8 295 和田　宏大 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2

3組
1 798 杉井  高志 ｽｷﾞｲ ﾀｶｼ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 468 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 929 中本  隆三 ﾅｶﾓﾄ ﾘｭｳｿﾞｳ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
4 429 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 801 笠松  宏至 ｶｻﾏﾂ ｺｳｼﾞ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 1063 岡　　佑一 ｵｶ ﾕｳｲﾁ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
7 13 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 908 前野  拓也 ﾏｴﾉ ﾀｸﾔ 甲南大学 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大2

4組
1 919 戸田  勇輔 ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
2 320 東　　晃司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
3 282 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
4 80 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 118 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 937 山本  信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
7 38 園中　貴文 ｿﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
8 476 大原　拓巳 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
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