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1 野田 純那 ﾉﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾅ ウィングスTC 福岡県連合 15 1993/05/26
2 大岩　葵 ｵｵｲﾜ ｱｵｲ 岡崎市立葵中学 愛知県協会 14 1994/01/30
3 木下　涼風 ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞｶ 台東区立浅草中学 東京都協会 13 1994/08/02
4 川添　美佳 ｶﾜｿﾞｴ ﾐｶ 墨田区立両国中学 東京都連合 15 1993/05/17
5 浅野　莉沙 ｱｻﾉ ﾘｻ チームブレイブ 埼玉県連合 14 1994/06/01
6 三浦　彩夏 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ ティーミウラ・ガレージワークス 神奈川県 14 1993/07/26
7 孫崎 虹奈 ﾏｺﾞｻｷ　ﾆｼﾞﾅ チームコスミック 大阪府協会 13 1994/09/17
8 鈴木  里奈 ｽｽﾞｷ  ﾘﾅ 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知県協会 15 1993/07/08
9 松本 彩映 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 中標津広陵中学 北海道連合 15 1993/05/15

10 加後 美咲 ｶｺﾞ　ﾐｻｷ チームケンズ京都 京都府協会 12 1996/01/29
11 細田 愛未 ﾎｿﾀﾞ　ﾏﾅﾐ チームブレイブ 埼玉県連合 13 1995/07/01
12 山口 桃由 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾓﾕ サンシャインスイミングスクール久喜 埼玉県連合 13 1994/11/11
13 小原 すみれ ｵﾊﾗ　ｽﾐﾚ チームケンズ京都 京都府協会 12 1996/03/01
14 木下　楓 ｷﾉｼﾀ ｶｴﾃﾞ 台東区立浅草中学 東京都連合 12 1996/01/15
15 岡本　季恵 ｵｶﾓﾄ　ｷｴ 福崎東中学 兵庫県協会 14 1994/03/01
16 近藤　紗代 ｺﾝﾄﾞｳ　ｻﾖ 名古屋市立原中学 愛知県協会 14 1993/10/31
17 稲垣　朱乃 ｲﾅｶﾞｷ ｱｹﾉ 安城市立東山中学 愛知県協会 14 1994/04/29
18 清　美弥子 ｷﾖ　ﾐﾔｺ 三木市立緑ヶ丘中学 兵庫県協会 12 1996/01/22
19 佐藤　志帆 ｻﾄｳ　ｼﾎ 会津若松市立第六中学 福島県協会 14 1993/11/09
20 松岡  瑞貴 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 三好町立北中学 愛知県協会 13 1995/06/09
21 山口　愛 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｱｲ 旭川東陽中学 北海道連合 14 1993/12/09
22 加藤 みちる ｶﾄｳ　ﾐﾁﾙ 熊本市立井芹中学 熊本県連合 12 1995/12/10
23 岩田 紗季 ｲﾜﾀ　ｻｷ 光華中学 京都府協会 13 1995/02/04
24 小島  小登音 ｺｼﾞﾏ ｺﾄﾈ 三好町立三好中学 愛知県協会 12 1996/02/06
25 松本 文佳 ﾏﾂﾓﾄ　ﾌﾐｶ 京都市立西院中学 京都府協会 13 1995/07/08
26 深沢 瑛里 ﾌｶｻﾜ　ｴﾘ 湘南白百合学園中学校 神奈川県連合 12 1995/07/29
27 清 美弥子 ｷﾖ　ﾐﾔｺ 三木市立緑ヶ丘中学 兵庫県協会 12 1996/01/22
28 土井　彩華 ﾄﾞｲ ｱﾔｶ 三好町立北中学 愛知県協会 12 1996/01/09
29 日比 穂乃香 ﾋﾋﾞ　ﾎﾉｶ 大垣市立北中学 岐阜県連合 14 1994/05/28
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１ 石田　周明 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾒｲ 堺市立原山台中学 大阪府協会 15 1993/04/23
２ 山﨑　太陽 ﾔﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 三好SAトライアスロン倶楽部 愛知協会 14 1993/08/21
３ 谷口　白羽 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾙﾊﾞ 豊明市立沓掛中学 愛知協会 13 1994/08/07
４ 阿部 有希 あべ ゆうき 福島市立第二中学 福島県協会 14 1993/11/12
５ 濱田　慧矢 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾔ 東松山市立北中学 埼玉県連合 14 1994/02/21
６ 中村　瞭一 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ パッシュジュニア 北海道連合 15 1993/05/24
７ 佐藤　拓弥 ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ 久喜市立太東中学 埼玉県連合 15 1993/07/04
８ 前田 凌輔 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ベルリオアスリートクラブ 愛知県協会 13 1995/01/14
９ 石田　悠人 ｲｼﾀﾞ　ﾕｳﾄ チームケンズ 東京都連合 13 1995/01/18

１０ 生田目 颯 ﾅﾏﾃﾒ　ﾊﾔﾃ チームブレイブ 栃木県協会 13 1994/08/12
１１ 望月 光樹 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾐﾂｷ 甲府市立東中学 山梨県連合 12 1995/08/22
１２ 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 三好町立三好丘中学 愛知県協会 13 1995/03/10
１３ 城所　和磨 ｷﾄﾞｺﾛ ｶｽﾞﾏ 岡崎市立矢作中学 愛知県協会 13 1994/08/17
１４ 村田　篤奎 ﾑﾗﾀ ｱﾂﾐ 白岡町立菁莪中学 埼玉県連合 14 1994/03/22
１５ 山口　司 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾂｶｻ 旭川市東陽中学 北海道連合 12 1995/09/19
１６ 土屋　拓諒 ﾂﾁﾔ　ﾋﾛｱｷ 春日井市立松原中学 愛知県協会 12 1995/08/17
１７ 磯部　優作 ｲｿﾍﾞ　ﾕｳｻｸ 北九州市立守垣中学 福岡県連合 13 1994/09/06
１８ 佐藤　智紀 ｻﾄｳ　ﾄﾓｷ 久喜市立太東中学 埼玉県連合 13 1995/05/29
１９ 寺崎 拓海 ﾃﾗｻｷ　ﾀｸﾐ 茨城県立並木中学 茨城県協会 12 1995/11/17
２０ 稲井 勇仁 ｲﾅｲ　ﾕｳﾄ 京都市立西院中学 京都府協会 13 1995/04/10
２１ 広瀬　大芽 ﾋﾛｾ　ﾀｲｶﾞ 八尾中学 富山県協会 13 1995/07/09
２２ 菅家　俊 ｽｶﾞﾔ　ｼｭﾝ 沙田中学 東京都連合 14 1994/01/09
２３ 浅海　健太 ｱｻｶｲ ｹﾝﾀ 横浜市立末吉中学 神奈川県 14 1994/06/25
２４ 大本 鷹志 ｵﾓﾄ　ﾀｶｼ 京都市立西京極中学 京都府協会 13 1994/08/09
２５ 深山　宏樹 ﾌｶﾔﾏ　ﾋﾛｷ 八尾中学 富山県協会 12 1995/09/08
２６ 中村　駿一 ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｲﾁ 札幌大谷中学 北海道連合 13 1995/05/29
２７ 河原 徹弥 ｶﾜﾊﾗ　ﾃﾂﾔ 上諏訪中学 長野県協会 13 1995/06/13
２８ 福島　諒平 ﾌｸｼﾏ　ﾘｮｳﾍｲ 第一中学 大阪府協会 12 1995/09/29
２９ 八幡　徹 ﾔﾊﾀ ﾄｵﾙ 三好町立三好中学 愛知県協会 12 1995/09/28
３０ 阿部 尚弥 ｱﾍﾞ　ﾅｵﾔ 福島市立第二中学校 福島県協会 12 1996/03/30
３１ 工藤　鴻 ｸﾄﾞｳ ｺｳ 安平町立追分中学 北海道連合 12 1995/10/03
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１ 高橋 侑子 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｺ 東京ヴェルディ 東京都連合 16 1991/08/27
２ 山本　奈央 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 愛知県立西尾高校 愛知協会 17 1991/02/23
３ 薮内　里美 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾐ 稲毛インター 千葉県連合 19 1989/05/05
４ 野田 菜月 ﾉﾀﾞ　ﾅﾂｷ ウイングスTC 福岡県連合 16 1991/08/26
５ 知花 果林 ﾁﾊﾞﾅ ｶﾘﾝ チームゴーヤー 京都府協会 16 1992/05/21
６ 福元 愛 ﾌｸﾓﾄ ｱｲ チームジェイエフケイ 大阪府協会 15 1992/08/31
７ 今本 衣真 ｲﾏﾓﾄ ｴﾏ 駒沢大学付属岩見沢高校 北海道連合 18 1990/05/09
８ 高久 沙織 ﾀｶｸ ｻｵﾘ 栃木県立宇都宮北高校 栃木県協会 17 1991/06/26
９ 豊平　明日香 ﾄﾖﾋﾗ ｱｽｶ 糸満高校 沖縄県連合 18 1990/05/14

１０ 福田 慶 ﾌｸﾀﾞ ｹｲ 日本大学豊山女子高校 埼玉県連合 16 1992/04/24
１１ 小杉 さつき ｺｽｷﾞ ｻﾂｷ 高崎健康福祉大学高崎高校群馬県協会 16 1992/06/26
１２ 松永 千裕 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾁﾋﾛ 日本体育大学 学生連合 19 1989/03/24
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１ 椿 浩平 ﾂﾊﾞｷ ｺｳﾍｲ チームブレイブ 埼玉県連合 16 1991/12/23
２ 宇都宮 涼太 ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾘｮｳﾀ ウイングスTC 福岡県連合 19 1989/07/16
３ 工藤　駿 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝ パッシュ 北海道連合 17 1990/10/01
４ 細田 貴茂 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｼ チームブレイブ 埼玉県連合 18 1989/12/28
５ 大谷　真史 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 大阪府立工業専門学校 大阪府協会 17 1990/11/05
６ 久保埜　一輝 ｸﾎﾞﾉ ｶｽﾞｷ チームブレイブ 北海道連合 17 1990/10/31
７ 土井 政英 ﾄﾞｲ　ﾏｻﾋﾃﾞ 三好スイミングアカデミー 愛知県協会 15 1993/02/11
８ 松澤 真之介 ﾏﾂｻﾞﾜ　ｼﾝﾉｽｹ 共愛学園高校 群馬県協会 16 1992/03/12
９ 水野 孟 ﾐｽﾞﾉ ﾊｼﾞﾒ 慶応義塾大学／学連 学生連合 18 1989/12/06

１０ 大岩　恭平 ｵｵｲﾜ ｷｮｳﾍｲ 愛知県立岡崎北高校 愛知協会 16 1992/01/02
１１ 若杉 恵夢 ﾜｶｽｷﾞ　ｴﾑ 日本体育大学／学連 学生連合 19 1989/04/29
１２ 小林　晃久 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋｻ 京都府立福知山高校 京都府協会 15 1992/10/09
１３ 大島　駿平 ｵｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 札幌篠路高校 北海道連合 16 1992/06/15
１４ 荘加　一臣 ｼｮｳｶ ｶｽﾞｵﾐ 岐阜県立多治見工業高校 岐阜県連合 15 1993/02/12
１５ 岡野　亮介 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 明星高校 東京都連合 17 1990/09/03
１６ 小山　真男 ｺﾔﾏ ﾏｻｵ 仙台大学 学生連合 18 1989/09/24
１７ 井上 豊裕 ｲﾉｳｴ　ﾄﾖﾋﾛ 慶応義塾高校 神奈川県連合 18 1989/09/14
１８ 野崎 純平 ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 日本体育大学 学生連合 18 1989/11/14
１９ 小峰　遼介 ｺﾐﾈ ﾘｮｳｽｹ 慶応義塾高校 神奈川県連合 17 1991/02/11
２０ 木村 琢哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 京都外国語大学 学生連合 19 1989/03/20
２１ 細川 慧 ﾎｿｶﾜ　ﾀｶｼ 学生連合 18 1989/09/28
２２ 遠藤 樹 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀﾂｷ 国士舘大学 東京都連合 18 1990/03/04
２３ 郡 恵樹 ｺｵﾘ ｻﾄｷ 和光大学 学生連合 19 1989/03/26
２４ 村上　貴洋 ﾑﾗｶﾐ　ﾀｶﾋﾛ 沖縄尚学高等学校 広島県協会 17 1991/05/28
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