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女子
JC1 高橋 侑子 法政大学（学連）
JC2 庭田 清美 アシックス・ザバス（千葉）
JC3 菊池 日出子 宇都宮 村上塾（福島）
JC4 佐藤 優香 トーシンパートナーズ・チームケンズ（東京）
JC5 崎本 智子 枚方スイミングスクール（愛媛）
JC6 上田 藍 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター（千葉）
JC7 川口 綾巳 マキシム・みつお産婦人科（福岡）
JC8 足立 真梨子 トーシンパートナーズ・チームケンズ（東京）
JC9 佐藤 千佳 湘南ベルマーレ（神奈川）
JC10 井出 樹里 トーシンパートナーズ・チームケンズ（東京）
JC11 蔵本 葵 東京ヴェルディ（東京）
JC12 西 麻依子 LFC株式会社（岐阜）
JC13 川島 えり 日本食研実業団トライアスロン部（愛媛）
JC14 中西 真知子 ニチナオ・デローザ（大阪）
JC15 伊藤 弥生 福岡県連合
JC16 伊藤 喜志子 千葉県連合
JC17 知花 果林 沖縄県連合
JC18 田中 敬子 チームゴーヤー（福岡）
JC20 高嶺 直美 東京都連合
JC21 土橋 茜子 京都府協会
JC21 中島 千恵 トーシンパートナーズ・チームケンズ（東京）
JC23 加藤 友里恵 千葉県連合
JC24 竹元 久美子 愛知県協会
JC25 佐藤 志帆 福島県協会

北海道 沢田 愛里 北海道連合
東北 高橋 美紀 宮城県協会
東北 鈴木 まさみ　 福島県協会
関東 太田 麻衣子 千葉県連合
関東 川崎 由理奈　　 埼玉県連合
関東 福田 慶　　　　 学連（埼玉）
関東 忽滑谷 英美　　 学連（埼玉）
関東 奥脇 早織　　　 学連（神奈川）
関東 石井 麻実　　　 神奈川県連合
関東 松丸 浩巳　　　 茨城県協会
東京 渕上 翔子 東京都連合
東京 木下 涼風 東京都連合
東京 高橋 夏美 学連（東京）

北信越 中条 善子 新潟県協会
北信越 斉藤 智子 長野県協会
東海 大松 沙央里 愛知県協会
東海 池野 千紘 学連（愛知）
東海 平松 智子 愛知県協会
近畿 平下 心 大阪府協会
近畿 福元 愛 学連（大阪）
近畿 岸本 美南海 学連（京都）
中国 塩谷 寛子 鳥取県協会
中国 二分 陽子 鳥取県協会

九州沖縄 平出 美雨 沖縄県連合
九州沖縄 境 優希 学連（福岡
九州沖縄 森 奈津代 熊本県連合
九州沖縄 中村 真結 学連（熊本）
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男子
JC1 佐藤 治伸 日本食研実業団トライアスロン部（愛媛）
JC2 田山 寛豪 NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員（茨城）
JC3 山本 良介 トヨタ車体（愛知）
JC4 下村 幸平 ボーマレーシング・JSS深井（大阪）
JC5 細田 雄一 グリーンタワー・フェリック・稲毛インター（千葉）
JC6 石塚 祥吾 日本食研実業団トライアスロン部（愛媛）
JC7 髙濵 邦晃 チームフォーカス・門司地産（福岡）
JC8 杉本 宏樹 グリーンタワー・稲毛インター（大阪）
JC9 椿 浩平 宇都宮 村上塾（学連）
JC10 遠藤 樹 東京都連合
JC11 井上 一輝 東京都連合
JC12 外山 高広 東京都連合
JC13 若杉 摩耶文 神奈川県連合
JC14 谷口 白羽 三好スイミングアカデミー（愛知）
JC15 平松 幸紘 愛媛県協会
JC16 杉原 賞紀 チームケンズ京都（京都）
JC17 古谷 純平 チームブレイブ（学連）
JC18 井上 亮 京都府立医科大学（学連）
JC19 桶谷 祐輝 島根県協会
JC20 小池 賢 千葉県連合
JC21 竹内 鉄平 あすたま・ATEX・三好TC（愛知）
JC22 上村 昌志 栃木県協会
JC22 若杉 恵夢 神奈川県連合
JC24 三沢 源輝 東京都連合
JC25 柳井 賢太 神奈川県連合

北海道 久保野 一輝 北海道連合
東北 長谷川 健 山形県協会
東北 池添 敦　 学連（宮城）
関東 勝目 理 学連（神奈川）
関東 平松 弘道　　　 神奈川県連合
関東 原田 雄太郎　 埼玉県連合
関東 益田 大貴　　　 神奈川県連合
関東 中込 英夫　　　 神奈川県連合
関東 青木 一磨 学連（神奈川）
関東 松丸 真幸 茨城県協会
東京 阿部 吉貴 東京都連合
東京 今井 隆生 東京都連合
東京 米田 敬 東京都連合

北信越 大村 貴則 富山県協会
北信越 渡邉 靖之 長野県協会
東海 倉内 誠司 愛知県協会
東海 疋田 浩気 静岡県協会
東海 櫛田 宣善 愛知県協会
東海 森下 泰秀 三重県協会
東海 土井 政英 学連（愛知）
近畿 木庭 和彦 兵庫県協会
近畿 末岡 瞭 学連（京都）
近畿 石橋 健志 学連（大阪）
近畿 平岡 隆明 学連（京都）
近畿 井戸 皓大 学連（滋賀）
中国 原 智哉 広島県協会
中国 小林 歩 学連（広島）
中国 福元 哲郎 広島県協会
四国 鎌田 鉄也 愛媛県協会
四国 三宅 真一　 香川県協会

九州沖縄 池 隆礼 沖縄県連合
九州沖縄 武友 潤 福岡県連合
九州沖縄 宇都宮 涼太 佐賀県協会
九州沖縄 菅沼 伸哉 沖縄県連合


