
第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 アクシー巻 10738 北川　直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 高2
ｱｸｼｰMAKI 高校 10737 渡辺　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 高1

10735 吉田　　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 高2
10736 小林　頌之 ｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 高2

4 埼玉栄 10182 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10189 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高3

10185 杉沢　貴紀 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 高3
10187 川島　和也 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾔ 高3

5 和歌山北高校 11133 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11128 鳴瀧　智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1

11131 勝丸　大地 ｶﾂﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 高1
11124 西畑　顕斗 ﾆｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 高1

6 桐蔭学園高校 10566 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高2
ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高校 10573 前田　　駿 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 高1

10569 姉崎　　弦 ｱﾈｻﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 高3
10568 山野井　駿 ﾔﾏﾉｲ ｼｭﾝ 高3

7 県立浦和 10178 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10174 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高2

10175 宮地　建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 高1
10177 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高3

8 佐賀商業高校 11233 坂本　章記 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 高1
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 11236 大園　拓実 ｵｵｿﾞﾉ ﾀｸﾐ 高2

11232 宮島総一朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3
11235 松本　真幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高3

9

10
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第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 日本文理高校 10721 長谷川一幾 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高3

ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10723 北　　伸康 ｷﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ 高3
10722 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
10720 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高3

2 初芝高校 10951 長野　将隆 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 高3
ﾊﾂｼﾊﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 高校 10950 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3

10952 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高3
10953 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高2

3 京都外大西高 10923 大塚　政幸 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10926 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高3

10920 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高3
10927 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1

4 都立駒場 10345 森田　一輝 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高2
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10346 相島　千尋 ｱｲｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 高2

10348 竹下　祐矢 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ 高3
10343 荒川　　亮 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 高1

5 アシスト 10045 伊藤　遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｱｼｽﾄ 10044 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高3

10052 日下　陽介 ｸｻｶ ﾖｳｽｹ 高1
10049 斎藤　貴幸 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 中3

6 アクラブ堀之 10452 早川　　翔 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳ 高3
AQLUB H 10450 新田　大将 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高3

10449 小田桐拓矢 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｸﾔ 中3
10448 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高3

7 豊川高 10868 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10872 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1

10879 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2
10877 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2

8 市尼崎高 11060 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 11067 堀川　淳司 ﾎﾘｶﾜ ｱﾂｼ 高3

11068 濱石　　翔 ﾊﾏｲｼ ｼｮｳ 高3
11055 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高3

9 中京大中京高 10827 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 10834 村上　　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 高2

10828 犬塚　紘平 ｲﾇﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 高2
10831 小西　一也 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾔ 高2

10 名古屋高 10822 山口　功祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 10823 大嶋　康嗣 ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ 高1

10819 近藤　大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高3
10824 筒井　和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 高2
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第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＭＹＳ国立 10385 小山　和淳 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3

MYSｸﾆﾀﾁ 10390 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中1
10389 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 高3
10388 有村　拓也 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 中3

2 ロンド・ＳＳ 10445 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 高2
ﾛﾝﾄﾞ･SS 高校 10444 高橋　亮太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 高1

10447 林　　佑紀 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 高2
10443 押川　　諒 ｵｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3

3 豊橋ＳＳ 10855 山口　真弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
ﾄﾖﾊｼSS 高校 10856 田村　高文 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 高3

10854 河合　康輝 ｶﾜｲ ｺｳｷ 高3
10857 片田　雅俊 ｶﾀﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 高2

4 ＮＥＣＧＳＴ 10584 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高3
NECGST 高校 10585 原　　辰也 ﾊﾗ ﾀﾂﾔ 高3

10586 松下　淳司 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 高3
10587 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高3

5 ＪＳＳ八王子 10533 大金　　寛 ｵｵｶﾞﾈ ｶﾝ 高1
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 10535 大野　雅史 ｵｵﾉ ﾏｻﾌﾐ 高1

10529 佐藤　寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高3
10534 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高3

6 会津インター 10071 斎藤　貴史 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 高3
ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ 高校 10069 原田　辰徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 高3

10070 佐野　久典 ｻﾉ ﾋｻﾉﾘ 高2
10072 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高3

7 神奈中ＳＳ 10615 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3
ｶﾅﾁｭｳSS 高校 10613 金田　義憲 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 高3

10612 関野　義秀 ｾｷﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 高2
10614 市川　真吾 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ 高1

8 東北学院 10031 佐藤　道学 ｻﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 高3
ｶﾞｸｲﾝ 高校 10035 杉田　暁彦 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋｺ 高2

10034 新沼　昌平 ﾆｲﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3
10030 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高2

9 芝浦ＳＣ 10509 中西　順悟 ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝｺﾞ 高2
ｼﾊﾞｳﾗSC 高校 10507 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高3

10510 鈴木　　純 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 高3
10508 多田　貴道 ﾀﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 高2

10 豊田ＳＳ 10841 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 高2
ﾄﾖﾀSS 高校 10843 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高2

10844 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高3
10842 黒須　洸平 ｸﾛｽ ｺｳﾍｲ 高3
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第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 群馬ＳＳ 10137 斎藤　拓之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 中3

ｸﾞﾝﾏSS 10138 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高2
10141 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高2
10139 正田　達成 ｼｮｳﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ 中2

2 御幸ヶ原ＳＳ 10132 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 10126 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中3

10134 髙野　　謙 ﾀｶﾉ ｹﾝ 中3
10131 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1

3 マリン江北 10503 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼ 高2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 10504 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 高2

10506 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中3
10505 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 高1

4 太成学院大高 10970 大濱　慎也 ｵｵﾊﾏ ｼﾝﾔ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10971 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3

10973 品川　拓也 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3
10962 金子　洋介 ｶﾈｺ ﾖｳｽｹ 高2

5 ﾎｸﾖｳ 10957 泉　　和樹 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高3
ﾎｸﾖｳ 高校 10955 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高2

10958 四宮　礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高3
10956 杉江　良太 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳﾀ 高3

6 伊藤ＳＳ 11176 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾄｳSS 高校 11179 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3

11181 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
11180 大西　卓哉 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 高1

7 イトマン 10989 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 10978 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1

10992 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2
10984 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

8 多摩ＩＳＣ 10482 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾀﾏISC 高校 10477 伊藤　冬樹 ｲﾄｳ ﾌﾕｷ 高3

10481 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3
10485 飯嶌　康一 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 高3

9 東京ドーム 10494 柳原　宣彦 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 高3
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 10493 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高3

10491 奥脇　正教 ｵｸﾜｷ ﾏｻﾉﾘ 高3
10490 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高3

10 稲毛インター 10275 篠岡　亮太 ｼﾉｵｶ ﾘｮｳﾀ 高3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 高校 10278 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 高3

10276 大井　友生 ｵｵｲ ﾄﾓﾅﾘ 高2
10274 高見　翔太 ﾀｶﾐ ｼｮｳﾀ 高3
Page: 4/6 Printing: 2006/08/30 12:23:48

東  京

千  葉

加　盟

大  阪

香  川

大  阪

東  京

群  馬

栃  木

東  京

大  阪



第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＴＥＮＭＡ 11050 高岸　良昌 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 高2

TENMA 高校 11053 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3
11052 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3
11051 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 高1

2 イトマン横浜 10661 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高2
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高校 10659 千葉　成泰 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 高2

10660 大川　　良 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳ 高2
10658 酒井　　駿 ｻｶｲ ｼｭﾝ 高3

3 山梨学院高校 10689 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高3
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10687 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高3

10688 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 高2
10690 長田　修一 ｵｻﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 高1

4 KONAMI林間 10603 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 10601 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1

10602 菊間　亮平 ｷｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ 高2
10605 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2

5 東京ＳＣ 10401 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10412 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1

10407 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2
10402 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10425 西村　直紘 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10418 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高3

10427 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 高1
10428 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3

7 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 10098 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高2
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 10097 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 中2

10099 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高2
10102 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高2

8 イトマン川崎 10634 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高3
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 10635 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3

10633 沼田　洋志 ﾇﾏﾀ ﾋﾛｼ 高1
10638 木田　真智 ｷﾀﾞ ﾏｻﾄ 中3

9 イトマン大宮 10198 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 高校 10197 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 高1

10199 遠藤　龍一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 高3
10194 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 高1

10 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 11014 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 11017 増居　智大 ﾏｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 高1

11012 森田　聖也 ﾓﾘﾀ ｾｲﾔ 高3
11013 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高2
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第29回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会    
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.196 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:27.06

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 日体荏原 10361 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 10362 川口　智大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 高2
10360 上田　正道 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 高1
10363 大澤　大地 ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 高2

2 長野日大高 10700 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10702 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高3

10703 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
10704 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2

3 イトマン長命 10038 及川誉士広 ｵｲｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 高1
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 高校 10039 新沼　大知 ﾆｲﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 高3

10040 早坂　一希 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 高2
10041 保田　　亮 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

4 日大豊山 10358 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10353 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

10357 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高2
10351 長谷川直紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 高1

5 イトマン埼玉 10234 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10240 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2

10241 谷津　勇気 ﾔﾂ ﾕｳｷ 高3
10232 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3

6 柏洋・柏 10291 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 10292 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2

10297 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 高1
10290 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

7 太成ＳＰ 11049 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 11046 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高3

11048 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3
11047 森　　匡平 ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 高2

8 湘南工大附 10563 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 10556 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 高3

10557 高橋翔太朗 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2
10555 金長　拓也 ｶﾈﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 高1

9 アーデル 10266 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高3
ｱｰﾃﾞﾙ 高校 10267 村野　遼太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 高3

10269 廣瀬　正明 ﾋﾛｾ ﾏｻｱｷ 高1
10268 飯塚　大樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 高3

10 群馬渋川ＳＳ 10154 西脇　良浩 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾋﾛ 高2
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 10155 黛　　和希 ﾏﾕｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 中3

10153 阿久津克人 ｱｸﾂ ｶﾂﾋﾄ 高2
10156 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 中3
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