
第８４回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
広島市総合屋内プール                              

スタートリスト

競技No.  8 男子    400m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  3:21.34
大会記録  3:24.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 小樽桜陽 1046 西岡　　塁 ﾆｼｵｶ ﾙｲ 高2
ｵｳﾖｳｺｳｺｳ 高校 1044 松浦　太志 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｼ 高3

1043 小笠原　悠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳ 高3
6 中村　貴宣 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 高3

4 市立沼田 7068 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 7067 藤原　玲央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 高2

7066 齋藤　天海 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾐ 高3
7070 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高1

5 多度津 8026 福田　達也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀﾄﾞﾂ 高校 8027 白川　大登 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ 高2

8024 白川　直哉 ｼﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 高3
8023 門脇　州佑 ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭｳｽｹ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 鳥取工業 7004 高野　竜也 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ 高1
ﾄｯﾄﾘｺｳｷﾞ 高校 7005 高野　隼也 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾔ 高1

7003 野藤　恭平 ﾉﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 高2
7002 山本　　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 高3

2 松山北 8056 花山　天晴 ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 高3
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 8060 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高2

8059 濱浦　了輔 ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
8058 山下　由真 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾏ 高3

3 新潟第一 4048 内山　　海 ｳﾁﾔﾏ ｶｲ 高3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾁ 高校 4050 中澤　健介 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 高3

4051 新田見　優 ﾆﾀﾐ ﾕｳ 高2
4049 小林　京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 高3

4 鹿児島情報 9084 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9086 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高2

9083 園田　恭平 ｿﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 高3
9087 眞川　　陸 ｼﾝｶﾜ ﾘｸ 高1

5 白鴎大足利 3037 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 3036 島田　恵輔 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2

3035 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高2
3033 鈴木　　蒼 ｽｽﾞｷ ｿｳ 高2

6 京都文教 6013 山川　　凱 ﾔﾏｶﾜ ｶｲ 高3
K.Bunkyo 高校 6014 福井　皓介 ﾌｸｲ ｺｳｽｹ 高3

6018 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 高2
6016 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 高2

7 高松工芸 8002 佐々木龍吾 ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ 高2
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 8003 納田　泰輔 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ 高2

8001 湊谷　　陸 ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ 高2
8004 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高2

8 酒田光陵 2069 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 高3
ｻｶﾀｺｳﾘｮｳ 高校 2067 村上　優真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 高3

2070 余語　海都 ﾖｺﾞ ｶｲﾄ 高3
2071 佐藤　航大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 作新学院 3029 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高1

ｻｸｼﾝｺｳｺｳ 高校 3030 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高1
3028 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 高1

16 瀧田　侑吾 ﾀｷﾀ ﾕｳｺﾞ 高3

1 立教池袋 3357 芝本　新里 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｻﾄ 高3
ﾘｯｷｮｳｺｳ 高校 3361 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

3359 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2
3358 黒田　大貴 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

2 東海大浦安 3198 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 3199 西條　雄貴 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 高1

3197 牧井　雄大 ﾏｷｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
3195 松田　卓己 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3

3 洛南 6010 荻野　駿佑 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 高3
ﾗｸﾅﾝ 高校 6008 永井　涼介 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 高3

6009 中村　公平 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 高3
6011 住友　俊介 ｽﾐﾄﾓ ｼｭﾝｽｹ 高1

4 渋谷幕張 3207 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高2
ｼﾌﾞﾏｸ 高校 3208 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高1

3206 石丸　知輝 ｲｼﾏﾙ ﾄﾓｷ 高2
3209 永井　雄斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 高1

5 関西 7035 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 高3
ｶﾝｾﾞｲｺｳ 高校 7037 鳥越　隼斗 ﾄﾘｺﾞｴ ﾊﾔﾄ 高2

7036 国末　凌弥 ｸﾆｽｴ ﾘｮｳﾔ 高2
7034 寺山　太喜 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｲｷ 高3

6 伊東 5013 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ｲﾄｳ 高校 5014 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1

5016 杉本　蓮樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ 高1
5015 上野　礼登 ｳｴﾉ ｱﾔﾄ 高1

7 東福岡 9032 髙木　研人 ﾀｶｷ ｹﾝﾄ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 9028 山内　翔太 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ 高3

9035 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高1
192 須古井大輝 ｽｺｲ ﾋﾛｷ 高2

8 四條畷学園 6068 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 6069 原　　尚稔 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 高1

6065 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 高2
6067 平田　大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2

9 佐賀学園 9060 渋谷　栄樹 ｼﾌﾞﾔ ｴｲｷ 高3
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 9061 横尾　大地 ﾖｺｵ ﾀﾞｲﾁ 高3

9062 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 高2
205 藤田　竜大 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾞｲ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 日大高 3393 尾﨑　雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3395 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
3390 橋本丈一郎 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁﾛ 高3
3398 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高1

1 須磨学園 6202 川北　知輝 ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6201 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 高3

6204 永井　　絃 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ 高1
6205 岡田　誠也 ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ 高1

2 磐田農業 5054 内田　　嵐 ｳﾁﾀﾞ ｱﾗｼ 高2
ｲﾜﾉｳ 高校 5053 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 高2

5051 伊藤　舜斗 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 高3
5050 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高3

3 県立浦和 3117 川島　由伸 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 3115 難波　優太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 高3

3116 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 高2
3113 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 高3

4 関大北陽 6102 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6103 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高1

6099 田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
6100 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

5 淑徳巣鴨 3320 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3317 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 高3

3318 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 高2
3316 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3

6 前橋育英 3060 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高1
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 3056 高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高2

3052 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高3
3057 高井　　翔 ﾀｶｲ ｼｮｳ 高2

7 大体大浪商 6082 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高1
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 6078 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 高3

6075 髙瀬　　渉 ﾀｶｾ ﾜﾀﾙ 高3
6080 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 高2

8 日出 3341 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高2
ﾋﾉﾃﾞ 高校 3344 上山　裕也 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ 高1

3342 斉藤　純也 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
3339 武田夢宇葵 ﾀｹﾀﾞ ﾑｳｱ 高3

9 市立尼崎 6174 橘　　大夢 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 高3
ICHIAMA 高校 6177 豊福　啓太 ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ 高2

6176 井上　永遠 ｲﾉｳｴ ﾄﾜ 高2
6178 芳田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
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5組
0 愛み大瑞穂 5072 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 高2

MIZUHO 高校 5074 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高1
5073 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高2
5070 後藤　雅弥 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ 高3

1 北科大高 1003 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 1004 宮森　啓悟 ﾐﾔﾓﾘ ｹｲｺﾞ 高3

1009 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高1
1007 宇山　輝洋 ｳﾔﾏ ﾃﾙﾋﾛ 高2

2 比叡山 6006 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高1
ﾋｴｲｻﾞﾝ 高校 6005 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高1

6002 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 高3
6003 徳田　圭悟 ﾄｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高3

3 愛工大名電 5137 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 5140 稲垣　達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 高2

5141 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高1
5138 髙野　泰有 ﾀｶﾉ ﾀｲﾄ 高3

4 佐賀商業 9054 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 高2
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 9050 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

9051 小田　　樹 ｵﾀﾞ ﾀﾂｷ 高3
9052 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高3

5 市川 6185 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 6191 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1

6190 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
6189 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高2

6 日本文理 4057 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高1
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4056 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2

4053 伊藤　　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ 高3
4052 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高3

7 小松市立 4016 山本　達矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高3
ｺﾏﾂｼﾘﾂ 高校 4014 椎野　一樹 ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ 高3

4017 池端　俊哉 ｲｹﾊﾀ ﾄｼﾔ 高2
4019 森　　海斗 ﾓﾘ ｶｲﾄ 高1

8 札幌大谷 1016 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 1021 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高1

1022 近江　　颯 ｵｳﾐ ﾊﾔﾃ 高1
1019 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

9 武蔵野 3274 堀内　海仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 3276 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高2

3277 田村　　麗 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 高2
3273 佐藤　友宣 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 花咲徳栄 3095 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高2

ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3098 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高2
3090 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 高3
3091 前川　大輝 ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高3

1 和歌山北 6247 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 6250 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高2

6249 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高2
6246 永山　礁太 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3

2 尾鷲 5179 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 高3
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 5178 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 高3

5176 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高3
5177 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高3

3 日大豊山 3305 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 3304 長瀬　勇太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 高2

3299 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3
3300 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3

4 豊川 5150 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 5143 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高3

5149 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高2
5146 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

5 太成学院大高 6124 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3
ﾀｲｾｲ 高校 6126 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 高3

6127 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
6123 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 高3

6 天理 6241 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高2
ﾃﾝﾘ 高校 6242 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 高2

6237 桜本　翔真 ｻｸﾗﾓﾄ ｼｮｳﾏ 高3
6240 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 高2

7 九州学院 9099 渡辺　稜斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 高3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 9096 下田　晴也 ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾔ 高3

9100 古本　　怜 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ 高3
9097 東　　千尋 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 高3

8 常総学院 3014 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高3
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 3017 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 高3

3018 佐藤　浩輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 高2
3013 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3

9 東北 2047 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高1
ﾄｳﾎｸ 高校 2042 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3

2043 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 高3
2048 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 八戸工大一 2005 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高3

ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 2009 能正　将志 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｼ 高1
2006 千葉祐太郎 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
2008 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3

1 関西学院高 6192 福間　寛久 ﾌｸﾏ ﾋﾛﾋｻ 高3
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 6193 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3

6196 南　　昌志 ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ 高2
6195 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高2

2 名古屋 5108 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 5105 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 高3

5104 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高3
5109 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高1

3 飛龍 5030 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1
ﾋﾘｭｳ 高校 5026 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2

5023 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高3
5022 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

4 湘南工大附 3367 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3366 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3

3369 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2
3364 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高3

5 中京大中京 5118 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高2
CHUKYO 高校 5115 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2

5120 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高2
5119 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高2

6 慶応 3407 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 高3
ｹｲｵｳ 高校 3413 村上幸汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高1

3409 二本木慎伍 ﾆﾎﾝｷﾞ ｼﾝｺﾞ 高3
3405 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高3

7 埼玉栄 3141 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3137 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

3144 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 高1
3139 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 高3

8 長岡大手 4028 金田　穂高 ｶﾈﾀﾞ ﾎﾀｶ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4033 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1

4027 星野　源大 ﾎｼﾉ ｹﾞﾝﾀ 高3
4029 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 高2

9 八王子 3256 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3257 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高2

3261 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 高1
3254 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高3
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8組
0 桃山学院 6117 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高1

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 6112 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高3
6113 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高2
6118 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1

1 東邦 5098 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 5099 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高2

5092 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高3
5093 矢野　訓史 ﾔﾉ ﾉﾘﾌﾐ 高3

2 京都外大西 6030 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2
KGN 高校 6033 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高1

6024 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3
6023 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高3

3 中越 4066 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 4068 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3

4067 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 高3
4063 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高3

4 春日部共栄 3074 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 3076 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高2

3079 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高1
3073 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3

5 報徳学園 6223 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 6227 大野　寛之 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 高3

6226 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高3
6219 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3

6 法政二 3421 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3419 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3

3425 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1
3422 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高2

7 近畿大附 6152 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6151 馬場　勇輝 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 高3

6150 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
6153 長畑　旭飛 ﾅｶﾞﾊﾀ ｱｻﾋ 高3

8 桐光学園 3469 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高1
ﾄｳｺｳ 高校 3468 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 高1

3462 伊藤　一樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 高3
3463 名和　将大 ﾅﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 高3

9 九産大附九州 9005 永野　泰紀 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｷ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 9008 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高2

9003 木下　椋登 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ 高3
9001 川添　雄貴 ｶﾜｿｴ ﾕｳｷ 高3
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