
男子 女子

ビブス
No.

氏名 所属支部
ビブス
No.

氏名 所属支部

1 榊原　耕平 北海道 1 半谷　美咲 福島県
2 藤原　優 岩手県 2 那須　暁帆 福島県
3 高崎　直人 福島県 3 金内　絵里 福島県
4 山崎　大地 千葉県 4 冨田　真愛 東京都
5 大澤　知泰 群馬県 5 草野　絵美菜 群馬県
6 安藤　徹哉 群馬県 6 佐々木　聖花 群馬県
7 狩元　大志 神奈川県 7 杉脇　麻侑子 神奈川県
8 白石　努 埼玉県 8 淺川　　舞 千葉県
9 山口　耕平 長野県 9 中川　瑞貴 富山県
10 吉沢　敦希 長野県 10 柳澤　栄子 長野県
11 寺尾　和真 石川県 11 中田　依緒里 石川県
12 産屋敷　享泰 三重県 12 望月　友美佳 静岡県
13 初田　翔 愛知県 13 楠　　えりか 静岡県
14 村田　　　匠 和歌山県 14 花　　泉美 和歌山県
15 北谷　健二郎 兵庫県 15 大森　優理 奈良県
16 樫本　泰直 大阪府 16 西岡　真里華 奈良県
17 樋野　海斗 島根県 17 天満　久留実 岡山県
18 三宅　智和 岡山県 18 小谷　菜津美 岡山県
19 藤田　大輝 島根県 19 尾上　胡桃 広島県
20 池本　大輔 高知県 20 奥村 　奈由 徳島県
21 宮田　裕章 香川県 21 木村　佐玖良 愛媛県
22 古賀　勇哉 長崎県 22 小路　彩佳 鹿児島県
23 島津　勇佑 長崎県 23 若田　実友子 熊本県
24 寺田　澪世 宮崎県 24 相野　千翔 福岡県
25 池上　茂潤 鹿児島県 25 福松　裟耶香 宮崎県
26 河野　昇平 鹿児島県 26 村添　　遥 熊本県
27 内本　隆文 大阪府 27 松岡　愛美 大阪府
28 丸山　海斗 大阪府 28 吉田　栞里 大阪府
29 吉信　克也 岡山県 29 阿久根　麻尋 奈良県
30 杉山　奨悟 岡山県 30 野村　麻莉 奈良県
31 西畑　直輝 和歌山県 31 笠井　佑樹 和歌山県
32 濱田　　剛 和歌山県 32 増田　　文 和歌山県
33 二滝　春輝 奈良県 33 大角　美由紀 兵庫県
34 岩本　修汰 奈良県 34 古田　麻友 兵庫県

35 中山　真衣 奈良県
36 長田　佳子 宮崎県

ビブスカラー　ホワイト ビブスカラー　オレンジ
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1 船水　雄太 宮城県 1 永井　里佳 福島県
2 鈴木　琢巳 宮城県 2 大川　貢未 宮城県
3 九島　一馬 宮城県 3 佐藤　里美 宮城県
4 淡野　勇輝 神奈川県 4 古川　友里恵 東京都
5 中島　悠真 埼玉県 5 大﨑　沙月 群馬県
6 伴場　貴大 群馬県 6 加瀬　祐佳 東京都
7 岩崎　湧士 群馬県 7 長谷部　美佳 群馬県
8 粂　海斗 神奈川県 8 酒井　二菜 千葉県
9 寺下　洸平 石川県 9 徳川　愛実 富山県
10 吉沢　卓弥 長野県 10 長尾　結衣 富山県
11 小松　　悠 新潟県 11 坂井　佳世 新潟県
12 産屋敷　恭兵 三重県 12 林　由紀子 愛知県
13 萩原　聖哉 三重県 13 西地　茉悠 三重県
14 峯松　健太朗 大阪府 14 由田　優希 和歌山県
15 鯨井　勇輝 奈良県 15 与座　摩璃亜 和歌山県
16 榎　恭宏 奈良県 16 佐々木　真子 和歌山県
17 吉田　憲人 岡山県 17 岡本  愛佳 広島県
18 今田　瑞基 岡山県 18 脇田　愛 岡山県
19 原　　幹生 岡山県 19 中野  清華 広島県
20 吉田　雄紀 香川県 20 市坪　夏奈 香川県
21 塩田　　　顯 香川県 21 徳永 　沙紀 徳島県
22 赤﨑　蓮 鹿児島県 22 百田　志穂 福岡県
23 米満　光 鹿児島県 23 新樹　美咲 福岡県
24 末原　祥彦 宮崎県 24 甲斐　亜祐美 福岡県
25 鳥越　翔太 宮崎県 25 大崎　友美 福岡県
26 神　大樹 大分県 26 藤川　　蘭 熊本県
27 青蔭　鴻慈 千葉県 27 中野　愛美 岡山県
28 山口　晃輝 千葉県 28 下田　夢奈 岡山県
29 岡本　光生 山口県 29 西本　小雪 奈良県
30 山内　雅樹 山口県 30 西村　美咲 鳥取県
31 河村　侑哉 山口県 31 原　あづさ 鳥取県
32 河辺　潤也 山口県 32 山野美沙季 兵庫県
33 岡野　拓実 栃木県 33 和田　友美 兵庫県
34 藤田　京太 栃木県 34 高坂　明香 石川県
35 藤　　祐貴 福岡県 35 小林　奈央 香川県
36 重松　和磨 福岡県 36 近藤　めぐみ 福岡県
37 白井　拓巳 香川県 37 奥村　すずな 福岡県
38 能口　拓磨 香川県 38 森田　知尋 広島県
39 大谷　直人 広島県 39 大槻　麗 広島県
40 中尾　峯享 広島県 40 大椙　朝加 三重県
41 小野　真輝 千葉県 41 井本　奈津実 三重県
42 木川　拓也 千葉県 42 足高　芽依 大阪府
43 小栗　元貴 奈良県
44 佐々木　恒登 三重県
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ビブスカラー　グリーン ビブスカラー　イエロー
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1 中野　和幸 青森県 1 田中　優美 宮城県
2 庄司　智哉 北海道 2 安藤　未希 宮城県
3 中野　寛大 神奈川県 3 伊東　若葉 東京都
4 阿久津　司 栃木県 4 田中　真希子 神奈川県
5 尾山　浩章 富山県 5 東海　あかね 富山県
6 吉田　悠人 静岡県 6 林　美良 三重県
7 田浦　高紀 奈良県 7 有村　瑛里奈 大阪府
8 道下　直人 奈良県 8 白神　ひとみ 和歌山県
9 稲田　浩明 岡山県 9 中野　綾香 岡山県
10 藤本　晃生 香川県 10 赤瀬　早紀 愛媛県
11 小田　将嵩 宮崎県 11 柳田　彩恵佳 福岡県
12 村田　健史 熊本県 12 高橋　未央 宮崎県
13 桂　　拓也 奈良県 13 三木　菜苗 岡山県
14 内山　睦基 奈良県 14 橋本　瑞歩 岡山県
15 林田　和樹 奈良県 15 柏原　真由美 広島県
16 巽　　慎也 奈良県 16 石井　友梨 広島県
17 大熊　友也 埼玉県 17 米満　里奈 福岡県
18 川尻　鈴ノ介 埼玉県 18 熊井　　瞳 福岡県
19 荒尾　大輔 奈良県 19 藤崎　安葉 和歌山県
20 荒木　　翔 奈良県 20 横山　花純 三重県
21 正岡　一志 日本体育大学 21 水松　彩華 日本体育大学

22 柴田　章平 同志社大学 22 佐藤　那帆 京都府
23 清家　涼 近畿大学 23 榎本　有花 広島県
24 後藤　諒太 中央大学 24 山本　彩加 広島県
25 品川　貴紀 早稲田大学 25 安川　真璃子 早稲田大学
26 中本　圭哉 早稲田大学 26 渕田　彩香 早稲田大学
27 秋元　祐介 東京経済大学 27 今井　加織 関西学院大学

28 今井　龍麻 日本体育大学 28 藪下　祐梨 中京大学
29 後藤　渉 愛知学院大学 29 神谷　絵梨奈 東京女子体育大学

30 山田　健二 中京大学 30 宮代　恵実 東京女子体育大学

31 菅原　成郎 東北福祉大学 31 前田　美帆 東海学院大学

32 寒河江　俊晴 東北福祉大学 32 柿崎　あやの 日本体育大学

33 増田　健人 同志社大学 33 北浦　有華 神戸松蔭女子学院大学

34 外山　秀平 宮崎県 34 大森　綾香 奈良県
35 宮下　愛未 兵庫県
36 前田　　優 富山県
37 森原　可奈 兵庫県
38 深澤　昭恵 兵庫県
39 石田　菜摘 富山県
40 曽我部　里穂 愛媛県
41 嘉数　美玖 兵庫県
42 宮下　愛美 富山県
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ビブスカラー　ブルー ビブスカラー　レッド


