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レースNo 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
1 蒔田 百合音 まきた ゆりね 九州国際大学付属高等学校（福岡） 16 1997/4/20
2 蒔田 亜伽音 まきた あかね 九州国際大学付属高等学校（福岡） 18 1995/5/14
3 加後 美咲 かご みさき チームケンズ京都（京都） 17 1996/1/29
5 中島 帆波 なかじま ほなみ チームケンズ京都（京都） 17 1996/8/24
6 久保埜 南 くぼの みなみ 北海道連合 16 1997/8/19
7 阿間見 眸 あまみ ひとみ 三好スイミングアカデミー（愛知） 17 1996/5/4
8 小原 すみれ おはら すみれ チームケンズ京都（京都） 17 1996/3/1
9 松本 文佳 まつもと ふみか チームケンズ京都（京都） 18 1995/7/8

レースNo 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
11 佐藤志帆 さとう　しほ 福島県協会 20 1993/11/9
12 大岩 葵 おおいわ あおい 東京女子体育大学／学連 19 1994/1/30
14 恒川 由衣 つねかわ ゆい 立命館大学／学連 19 1994/6/29
15 淵上 翔子 ふちがみ しょうこ 東京都連合 23 1990/10/22
16 山本 奈央 やまもと なお 愛知県協会 22 1991/2/23
17 知花 果林 ちばな かりん 沖縄県連合 21 1992/5/21
18 忽滑谷 英美 ぬかりや えみ 学習院大学／学連 21 1992/10/8
19 福田 慶 ふくだ けい 日本大学／学連 21 1992/4/24
20 福元 愛 ふくもと あい 大阪体育大学／学連 21 1992/8/31

レースNo 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
21 古山 大 ふるやま たいし チームケンズ（東京） 18 1995/4/28
23 蜂矢 樹 はちや たつき 愛知県協会 16 1997/10/4
25 稲井 勇仁 いない ゆうと チームケンズ京都（京都） 18 1995/4/10
26 鋤崎 隆也 すきざき たかや 順天堂大学／学連 19 1994/1/3
27 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮 村上塾 19 1994/8/12
28 山本 康貴 やまもと こうき チームケンズ京都 17 1996/9/19
29 谷口 白羽 たにぐち しるば 三好スイミングアカデミー（愛知） 19 1994/8/7
30 谷口 跳馬 たにぐち しゅうま 三好スイミングアカデミー（愛知） 17 1996/4/14
31 望月 光樹 もちづき みつき チームM&M（山梨） 18 1995/8/22
33 工藤 鴻 くどう ひろ 京都文教高等学校（京都） 18 1995/10/3
34 黒尾丸 真季 くろおまる まさき ウイングスTC（福岡） 17 1996/5/29
35 小林 竜馬 こばやし りょうま 宮城県協会 16 1997/12/26
36 杉原 賞紀 すぎはら たかのり チームケンズ京都（京都） 19 1994/11/14
37 立松 勇人 たてまつ ゆうと チームゴーヤー名古屋校／学連 19 1994/1/27
38 前田 凌輔 まえだ りょうすけ チームトライアングル（愛知） 18 1995/1/14
39 五十川 陸斗 いそがわ りくと 早稲田大学／学連 19 1994/1/21
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レースNo 氏名 フリカナ 所属 年齢 生年月日
41 末岡 暸 すえおか りょう 京都府協会 23 1990/9/26
42 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学／学連 20 1993/6/12
43 古谷 純平 ふるや じゅんぺい チームブレイブ／学連 22 1991/5/18
44 青木 一磨 あおき かずま 神奈川県連合 22 1991/1/23
45 平岡 隆明 ひらおか たかあき 同志社大学／学連 21 1992/9/17
46 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県連合 22 1991/8/27
47 小林 晃久 こばやし あきひさ 龍谷大学／学連 21 1992/10/9
48 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 23 1990/8/31
49 鈴木 雄太郎 すずき ゆうたろう 名古屋工業大学／学連 23 1990/7/3
50 久保埜 一輝 くぼの かずき 北海道連合 23 1990/10/31
51 土井 政英 どい まさひで 東海学園大学／学連 20 1993/2/11
53 遠藤 樹 えんどう たつき 東京都連合 23 1990/3/4
54 丹羽 洋貴 にわ ひろたか 中京大学／学連 22 1991/11/7
55 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学／学連 20 1993/7/20

*年齢は2013年12月31日
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