
平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   7組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 北見柏陽 35 水戸　隆裕 ﾐﾄ ﾀｶﾋﾛ 高3

ｷﾀﾐﾊｸﾖｳ 高校 37 水野　一輝 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 高2
34 渡邉　利真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾏｻ 高3
38 水谷健一郎 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高1

2 土佐塾 1026 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高2
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1024 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高3

1027 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高1
1025 渡辺　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 高3

3 静岡商業 369 市川  雄輝 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ 高2
ｼｽﾞｵｶｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 368 後藤  剛宏 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 高3

370 田川    亮 ﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 高2
367 小椋    桂 ｵｸﾞﾗ ｹｲ 高3

4 日大藤沢 1424 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 1421 大川　　良 ｵｵｶﾜ ﾘﾖｳ 高2

1415 加藤　巧也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高3
1425 穂積　雅之 ﾎｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 高3

5 川崎橘 1463 八ツ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高3
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 1455 山本　佑介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高2

1454 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
1452 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高3

6 大体大浪商 788 三原　良友 ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高3
ﾅﾐｼｮｳ 高校 606 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高3

760 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
761 印幡　拓真 ｲﾝﾊﾞ ﾀｸﾏ 高2

7 青森東 94 佐藤　淳哉 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ 高校 96 内海　潤紀 ｳﾁｳﾐ ｼﾞｭﾝｷ 高2

93 高畑　元気 ﾀｶﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 高1
95 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 高2

8 高松工芸 1003 植田　孝之 ｳｴﾀ ﾀｶﾕｷ 高2
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞｲ 高校 1001 吉永　賢俊 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶﾄｼ 高3

1006 橋　　永遠 ﾊｼ ﾄﾜ 高1
1005 佐藤　雄規 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高2

9 札幌静修 11 坂上　拓輝 ｻｶｳｴ ﾋﾛｷ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 12 伊賀　直大 ｲｶﾞ ﾅｵﾋﾛ 高2

13 福井　成貴 ﾌｸｲ ｼｹﾞｷ 高2
14 本間　健斗 ﾎﾝﾏ ｹﾝﾄ 高1

10
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   7組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 啓光学園 664 地藤　雅啓 ｼﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高2

ｹｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 高校 773 長岡　　亮 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｽｸ 高2
771 牧野　良太 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾀ 高2
667 増居　智大 ﾏｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 高1

2 愛工大名電 458 鬼頭    広 ｷﾄｳ ﾋﾛｼ 高3
ｱｲｺｳﾀﾞｲﾒｲﾃﾞﾝ 高校 457 下村    章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高3

463 野村  卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2
464 後藤  大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

3 市川 704 巽　　一晃 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 高2
ｲﾁｶﾜ 高校 705 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高2

706 和田　泰仁 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 高2
775 藤本　大雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

4 尚志学園 3 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高3
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 2 川村　洋貴 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ 高3

5 松井　恭兵 ﾏﾂｲ ｷｮｳﾍｲ 高3
9 遠藤　　樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高2

5 金沢 229 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高1
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 224 沼田　裕介 ﾇﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

222 山脇進之介 ﾔﾏﾜｷ ｼﾝﾉｽｹ 高3
230 中田　崇皓 ﾅｶﾀ ﾀｶｱｷ 高1

6 関西 878 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3
ｶﾝｾﾞｲ 高校 881 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高2

877 片寄　貴之 ｶﾀﾖｾ ﾀｶﾕｷ 高3
880 杉本　晴一 ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲｲﾁ 高2

7 報徳学園 727 松岡　健太 ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 730 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高2

729 福田　　晃 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 高2
728 松岡　由紘 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋﾛ 高2

8 細田学園 1557 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高3
ﾎｿﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1560 早舩　駿太 ﾊﾔﾌﾈ ｼｭﾝﾀ 高2

1558 加藤　大祐 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高1
1559 近内　正明 ｺﾝﾅｲ ﾏｻｱｷ 高3

9 佐賀学園 1167 前田　雄仁 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 高3
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1170 廣村　駿幸 ﾋﾛﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 高1

1164 古場　勇人 ｺﾊﾞ ﾊﾔﾄ 高2
1165 森　　啓太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 高2

10 前橋育英 1497 西脇　良浩 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾋﾛ 高2
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲ 高校 1499 中島　亘郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾛｳ 高3

1494 阿久津克人 ｱｸﾂ ｶﾂﾋﾄ 高2
1496 新井　雅人 ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 高1
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
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スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   7組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 名古屋 419 近藤  大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高3

ﾅｺﾞﾔｺｳｺｳ 高校 418 山田  修至 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 高3
426 間瀬  祥吾 ﾏｾ ｼｮｳｺﾞ 高1
421 志満津友佑 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｽｹ 高2

2 東海大浦安 1665 吉野　雅之 ﾖｼﾉ ﾏｻﾕｷ 高3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 高校 1677 大川　一成 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾅ 高1

1680 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 高3
1679 内山　皓太 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀ 高3

3 長野日大高 300 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 高校 302 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高3

303 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
305 田中　耕平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 高2

4 磐田農業 390 福田    隼 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高2
ｲﾜﾀﾉｳｷﾞｮｳ 高校 391 刑部  智哉 ｵｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾔ 高1

389 野沢  遼平 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 高2
386 清水  佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高2

5 高崎商業 1507 白井　　秀 ｼﾛｲ ｽｸﾞﾙ 高3
ﾀｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1505 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高2

1506 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高2
1503 塩川　洋平 ｼｵｶﾜ ﾖｳﾍｲ 高2

6 旭丘 452 片浦  聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高3
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 453 岩田  康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高3

450 山田  大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3
454 鈴木雄太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 高1

7 美作 868 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高3
ﾐﾏｻｶ 高校 869 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高2

870 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
867 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高3

8 堀越 1318 原元　一樹 ﾊﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高3
ﾎﾘｺｼ 高校 1319 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高3

1321 菅野　孝則 ｶﾝﾉ ﾀｶﾉﾘ 高1
1320 新田　大将 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高3

9 狭山ヶ丘 1544 橘　敬一朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 1551 飯山　力成 ｲｲﾔﾏ ﾘｷﾅﾘ 高1

1548 中村　佑如 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3
1542 押川　　諒 ｵｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3

10 初芝 624 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高2
ﾊﾂｼﾊﾞ 高校 623 平　　拓也 ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ 高2

763 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3
764 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   7組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 羽黒 167 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高3

ﾊｸﾞﾛ 高校 169 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳ 高3
166 菅原　　拓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 高3
168 伊藤　文哉 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 高2

2 市立沼田 904 椙本　涼太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 906 中本　宗志 ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ 高2

907 森下　真登 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾄ 高1
934 瀧奥　太一 ﾀｷｵｸ ﾀﾞｲﾁ 高2

3 世田谷学園 1303 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高3
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝ 高校 1720 生井　義人 ｲｸｲ ﾖｼﾋﾄ 高1

1304 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
1302 井上　真悟 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高2

4 作新学院 1348 平山　　新 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾗﾀ 高2
ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 高校 1347 清水　英幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

1346 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1
1344 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 高2

5 多度津工業 995 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞｮｳ 高校 993 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

996 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
1030 馬場　雄也 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 高1

6 山梨学院 1483 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高3
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝ 高校 1480 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高3

1481 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 高2
1487 長田　修一 ｵｻﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 高1

7 西城陽 585 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 590 倉貫　　壮 ｸﾗﾇｷ ｿｳ 高2

587 柿迫　佳樹 ｶｷｻｺ ﾖｼｷ 高3
589 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2

8 中京大中京 436 伊藤  健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 428 舘    祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高3

427 森本  将貴 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｷ 高3
432 小西  一也 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾔ 高2

9 和歌山北 744 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 747 西畑　顕斗 ﾆｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 高1

748 鳴瀧　智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1
745 勝丸　大地 ｶﾂﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 高1

10 日本文理 286 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 285 永井　　耀 ﾅｶﾞｲ ﾖｳ 高1

290 北川　直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 高2
287 長谷川一幾 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 八王子 1245 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高3

ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 1240 佐野　公英 ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ 高1
1237 塩島　裕輔 ｼｵｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 高3
1247 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3

2 九州学院 1133 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1132 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

1139 東　　健太 ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀ 高1
1137 飯干　真也 ｲｲﾎﾞｼ ﾏｻﾔ 高2

3 市立尼崎 691 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 692 和氣　正幸 ﾜｹ ﾏｻﾕｷ 高2

688 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高3
690 濱石　　翔 ﾊﾏｲｼ ｼｮｳ 高3

4 長岡大手 270 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 267 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高2

275 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
266 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高3

5 豊川 492 田中  直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 487 柳    雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2

478 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3
490 北村    渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2

6 東北 134 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 135 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高3

127 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高3
129 山田　浩平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

7 春日部共栄 1529 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 高1
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1514 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3

1519 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
1532 谷津　勇気 ﾔﾂ ﾕｳｷ 高3

8 秋田商業 146 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高2
ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 147 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1

148 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1
145 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高2

9 帝京大可児 526 小西  一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高2
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾆ 高校 529 則武  寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 高1

527 佐口  太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 高1
528 兼松  輝成 ｶﾈﾏﾂ ｷﾋﾗ 高1

10 武南 1603 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 1610 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 高1

1609 星野　太一 ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 高2
1613 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高3
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6組
1 北陽 627 杉江　良太 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳﾀ 高3

ﾎｸﾖｳ 高校 629 柴田　駿介 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 高2
767 藤井　将太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2
628 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高2

2 京都外大西 573 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 566 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高3

569 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高3
570 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2

3 須磨学園 715 片山祥太郎 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 713 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 高2

714 大村　　健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 高2
717 阿部　暢朗 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 高1

4 飛龍 354 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 357 鈴木  詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 高1

360 福永  偉史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹｼ 高1
353 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高3

5 淑徳巣鴨 1315 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校 1313 池田　慶太 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀ 高3

1308 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1
1311 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

6 桐光学園 1442 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴﾝ 高校 1446 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3

1444 若生　昌弘 ﾜｺｳ ﾏｻﾋﾛ 高2
1441 遠藤　　将 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 高2

7 市立船橋 1644 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 高1
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 1634 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高2

1633 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1
1635 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2

8 九産大付九州 1073 入江　一気 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 高3
ｷｭｳｻﾝｷｭｳｼｭｳ 高校 1074 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高3

1079 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 高2
1078 遠藤　光平 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 高2

9 早稲田実業 1279 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高3
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1270 井上　慶太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 高3

1273 永峰　圭晃 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼｱｷ 高2
1277 菅野　史也 ｶﾝﾉ ﾌﾐﾔ 高2

10 桃山学院 630 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 高校 634 水野　雄介 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 高2

769 安藤　　雅 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 高3
632 松尾　圭祐 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 高2
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7組
1 日大高 1393 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1383 篠原　和成 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 高2
1395 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 高3
1380 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 高1

2 法政二 1408 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 1412 町田　　悠 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳ 高3

1407 菊間　亮平 ｷｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ 高2
1413 穂苅　大吾 ﾎｶﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 高3

3 日大豊山 1296 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 1292 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高3

1291 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 高1
1289 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1

4 近畿大附 670 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 672 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高2

674 松村　謙吾 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高1
669 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

5 湘南工大附 1370 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1361 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 高1

1355 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 高3
1363 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2

6 太成学院大高 644 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3
ﾀｲｾｲ 高校 641 品川　拓也 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3

640 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3
639 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

7 鶴岡工業 164 本間　昂光 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾐﾂ 高2
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ 高校 160 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高2

157 太田　悠貴 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 高3
162 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

8 日大三島 348 佐藤  邦彦 ｻﾄｳ ｸﾆﾋｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 340 石原  睦士 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ 高3

345 岡村  賢人 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 高3
349 渡辺  将士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 高1

9 埼玉栄 1581 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 1589 池谷　龍介 ｲｹﾔ ﾘｭｳｽｹ 高3

1585 杉沢　貴紀 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 高3
1587 川島　和也 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾔ 高3

10 鹿児島実業 1117 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 高3
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1120 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高3

1119 寺園　翔平 ﾃﾗｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 高3
1122 辺麦　直輝 ﾍﾑｷﾞ ﾅｵｷ 高2
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