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スタートリスト
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大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 北見柏陽 3 渡辺　透暉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｷ 高3

ｷﾀﾐﾊｸﾖｳｺ 高校 2 木村　翔太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 高3
4 村田　健心 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾝ 高1
1 石澤　　剛 ｲｼｻﾞﾜ ｺﾞｳ 高3

1 札幌大谷 26 羽鳥　響生 ﾊﾄﾘ ﾋﾋﾞｷ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 38 吉田　生人 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾄ 高1

32 大岡　遥太 ｵｵｵｶ ﾖｳﾀ 高2
33 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高2

2 美作 1458 山王　　颯 ｻﾝｵｳ ﾊﾔﾃ 高3
ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高校 1459 森本　健斗 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾄ 高3

1460 奥村　一揮 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2
1457 小林　功典 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 高3

3 高知 1594 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 高3
ｺｳﾁｺｳｺｳ 高校 1598 安原　聖力 ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ 高1

1593 西山　湧也 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3
1595 濵田雄一朗 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

4 金沢 880 木村　達矢 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 高3
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 879 川谷内雄大 ｶﾜﾔﾁ ﾕｳﾀ 高3

882 池田　　裕 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高2
881 窪田　　聖 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 高3

5 新田 1583 濱家　隆佑 ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ 高3
ﾆｯﾀ 高校 1586 三宅　克明 ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ 高3

1585 大内　一晟 ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ 高3
1587 芝　　祐誠 ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ 高3

6 多度津 1546 藤塚　遼太 ﾌｼﾞﾂｶ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾀﾄﾞﾂ 高校 1545 藤阪　虹都 ﾌｼﾞｻｶ ｺｳﾄ 高3

1542 岩田　康雅 ｲﾜﾀ ｺｳｶﾞ 高3
1543 福田　将麻 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 高3

7 西京 1515 中川　　駿 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 高2
ｻｲｷｮｳ 高校 1512 中島　大裕 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高3

1516 溝部　修平 ﾐｿﾞﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 高1
1511 内田　大葵 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 高3

8 北科大高 7 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 9 石﨑　雄大 ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

12 秋野　輝星 ｱｷﾉ ｺｳｾｲ 高1
8 大川　侑己 ｵｵｶﾜ ﾕｳｷ 高2

9

Page: 1/6 Printing: 2018/08/20 9:25:53

香  川

山  口

北海道

加　盟

北海道

北海道

岡  山

高  知

石  川

愛  媛



第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            

スタートリスト

競技No. 76 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   6組 高校記録  3:37.67
大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 長岡大手 824 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 高3

ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1769 遠間　悠貴 ﾄｵﾏ ﾊﾙｷ 高3
1771 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 高2
1770 小柳　透弥 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｳﾔ 高2

1 八戸工大一 84 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 87 小山内元気 ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ 高2

86 中山　義仁 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 高3
83 能正　将志 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｼ 高3

2 逗子開成 614 杉原　康平 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ 高3
ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校 615 野村　勇人 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3

616 杉森　光人 ｽｷﾞﾓﾘ ﾗｲﾄ 高3
617 野副　　隼 ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ 高3

3 嘉穂 1670 古賀　治生 ｺｶﾞ ﾊﾙｷ 高3
ｶﾎ 高校 1672 真鍋　大作 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｻｸ 高2

1669 北﨑　　慎 ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝ 高3
1671 入口　直樹 ｲﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高2

4 千葉商大付 433 吉宇田崚汰 ﾖｼｳﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 高3
SHODAI 高校 438 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 高1

435 片山　　慧 ｶﾀﾔﾏ ｹｲ 高1
432 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3

5 岐阜聖徳学園 1136 渡邊　　昂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高1
ｷﾞﾌｼｮｳﾄｸ 高校 1134 山本　海叶 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 高3

1135 髙島　　竣 ﾀｶｼﾏ ｼｭﾝ 高2
1133 石田　大和 ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高3

6 前橋 262 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 高1
ﾏｴﾊﾞｼ 高校 258 眞塩　凌大 ﾏｼｵ ﾘｮｳﾀ 高3

259 竹越　慎悟 ﾀｹｺﾞｼ ｼﾝｺﾞ 高2
261 大杉　優介 ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1

7 武南 343 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 339 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高2

337 岡本　拡夢 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高3
341 渡辺　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 高2

8 東北 121 勝田　凌平 ｶﾂﾀ ﾘｮｳﾍｲ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 124 山口　雅斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3

119 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高3
123 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高3

9 日本文理 841 村中　　薫 ﾑﾗﾅｶ ｶｵﾙ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 844 古川　智貴 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 高3

847 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 高2
843 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 尾鷲 1120 大山　公大 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 高1

ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 1117 直江　篤樹 ﾅｵｴ ｱﾂｷ 高2
1114 山本　春輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 高2
1113 小川　玲雄 ｵｶﾞﾜ ﾚｵ 高3

1 武蔵野 533 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 538 中村　織音 ﾅｶﾑﾗ ｵﾘﾄ 高1

539 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 高1
534 澤野　宗行 ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ 高3

2 佐賀商業 1674 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 1677 居石　錬成 ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ 高2

1675 新郷　巧海 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｸﾐ 高3
1676 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 高3

3 日大藤沢 723 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 729 井上　啓太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 高2

721 加納　義士 ｶﾉｳ ﾁｶｼ 高3
734 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高1

4 比叡山 1155 河田　結人 ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ 高2
ﾋｴｲｻﾞﾝ 高校 1153 米田　　隼 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝ 高2

1156 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 高1
1158 木村　嘉伸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉ 高1

5 関大北陽 1269 長谷川大亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1275 比良　凌和 ﾋﾗ ﾘｮｳﾄ 高1

1268 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高3
1273 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2

6 須磨学園 1391 縄井　彪士 ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1387 斉藤　　迅 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 高3

1389 永井　　絃 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ 高3
1390 岡田　誠也 ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ 高3

7 花咲徳栄 297 杉山　　怜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ 高3
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 295 渋谷　　啓 ｼﾌﾞﾔ ｹｲ 高3

296 八木　健多 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高3
298 渡邉　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

8 ルーテル学院 1718 村上　駿介 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 高3
ﾙｰﾃﾙ 高校 1723 松永　将人 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 高2

1722 寺嶋　大和 ﾃﾗｼﾏ ﾔﾏﾄ 高2
1720 田尻　直輝 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ 高3

9 九産大九州 1606 濱崎　　凌 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ 高3
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 1613 岡部　眞之 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 高2

1608 戸田　夏海 ﾄﾀﾞ ﾅﾂﾐ 高3
1607 野元　一真 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 春日部共栄 268 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高3

ｷｮｳｴｲ 高校 269 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 高3
266 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高3
265 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3

1 大体大浪商 1247 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 1243 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高3

1244 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
1248 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3

2 桐光学園 786 山畑　洋海 ﾔﾏﾊﾀ ﾋﾛﾐ 高2
ﾄｳｺｳ 高校 784 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高2

779 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
781 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3

3 太成学院大高 1319 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 1320 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高3

1317 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3
1324 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

4 慶応 686 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高3
ｹｲｵｳ 高校 695 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1

696 友田　陽太 ﾄﾓﾀﾞ ﾖｳﾀ 高1
697 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1

5 湘南工大附 627 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 628 千葉　啓太 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀ 高3

626 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3
630 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高2

6 柳川 1651 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 高3
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 1654 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高3

1655 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高3
1650 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高3

7 桃山学院 1300 辻野　優輝 ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 1297 南條　光輝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高2

1298 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高2
1292 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3

8 武相 664 藤田　卓己 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 高1
ﾌﾞｿｳ 高校 660 田中光太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 高2

658 長田　樹輔 ﾅｶﾞﾀ ｷｽｹ 高3
661 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

9 市立沼田 1491 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 1489 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高3

1490 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 高2
1486 濱野　史龍 ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 埼玉栄 363 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 高2

ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 365 永島　直樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ 高2
360 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
358 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 高3

1 前橋育英 241 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高3
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 247 河原　隼斗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ 高1

242 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 高3
244 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高3

2 名古屋 1033 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1030 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2

1020 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高3
1027 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2

3 八王子 520 臼井　礼人 ｳｽｲ ｱﾔﾄ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 515 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 高2

510 伊藤　陽哉 ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 高2
511 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高2

4 中京大中京 1044 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 高2
CHUKYO 高校 1047 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高2

1040 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高3
1037 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高3

5 淑徳巣鴨 582 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 584 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 高1

583 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3
581 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高3

6 日大豊山 571 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 564 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高2

569 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高1
560 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3

7 飛龍 923 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 924 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高1

922 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高2
918 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

8 佐伯鶴城 1737 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高2
ｶｸｼﾞｮｳST 高校 1736 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高2

1735 東　　駿大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔｵ 高2
1738 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高2

9 日大高 673 森　　大翔 ﾓﾘ ﾋﾛﾄ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 669 玉田虎太朗 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 高2

668 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高2
667 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 福島成蹊 173 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高2

ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 高校 176 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高2
175 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高2
177 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高2

1 東海大浦安 445 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 高3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 448 十文字拓海 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀｸﾐ 高3

449 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高3
446 西條　雄貴 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 高3

2 東福岡 1634 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高3
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1637 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 高2

1633 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高3
1641 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 高1

3 豊川 1076 増田　賢吾 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1093 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高1

1082 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高3
1085 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 高3

4 京都外大西 1179 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3
KGN 高校 1178 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高3

1176 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高3
1173 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

5 近畿大附 1344 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1341 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3

1346 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
1348 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高1

6 市川 1372 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 1369 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高3

1374 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
1368 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高3

7 報徳学園 1417 田中　瑛都 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 1415 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高3

1414 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高3
1413 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高3

8 日出 598 池田　大和 ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高2
ﾋﾉﾃﾞ 高校 600 高久　麻希 ﾀｶｸ ｱｻｷ 高2

595 浅野　　健 ｱｻﾉ ｹﾝ 高3
601 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 高1

9 作新学院 222 石川　雄章 ｲｼｶﾜ ﾀｹｱｷ 高1
ｻｸｼﾝｺｳｺｳ 高校 221 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高3

219 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 高3
220 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高3
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