
No. 氏名 性別 学年 所属 都道府県名 地区名 備考

1 島田　隼輔 男 高２ 瀬田工業高校 滋賀県 近畿

2 中島　湧心 男 高２ 八尾高校 富山県 北信越

3 森長　佑 男 高２ 若狭高校 福井県 北信越

4 長尾　摩周 男 高２ 小見川高校 千葉県 関東

5 中曽根　祐太 男 高３ 小松川高校 東京都 関東

6 青木　洋樹 男 高１ 成立学園高校 東京都 関東

7 阿部　光治 男 高２ 猿投農林高校 愛知県 東海

8 阿部　亮平 男 高３ 今治南高校 愛媛県 四国

9 佐藤　勝一 男 高２ 津高校 三重県 東海

10 田中　導栄 男 高２ 美方高校 福井県 北信越

11 寺井　昇平 男 高２ 米子東高校 鳥取県 中国

12 大野　良太 男 高２ 美方高校 福井県 北信越

13 工一　豪己 男 高２ 吉田高校 山梨県 関東

14 岡本　康聖 男 高２ 宇和島東高校 愛媛県 四国

15 岩井　滉人 男 高２ 桜宮高校 大阪府 近畿

16 大島　寿永 男 高２ 妻高校 宮崎県 九州

17 柘植　充 男 中３ ぎふジュニアボートクラブ 岐阜県 東海

18 平野　公稀 男 高１ 熊本学園大学付属高校 熊本県 九州

19 梶谷　啓介 男 高２ 米子工業高校 鳥取県 中国

20 越智　竣也 男 高２ 今治西高校 愛媛県 四国

21 若崎　裕希也 男 高２ 石川工業高専 石川県 北信越

22 牛田　翔太 男 高２ 浜松北高校 静岡県 東海

23 菅　海斗 男 高２ 今治西高校 愛媛県 四国

24 白石　忠弥 男 高２ 松山東高校 愛媛県 四国

25 髙木　捷悟 男 高２ 川内商工高校 鹿児島県 九州

26 上田　海音 男 高２ 朱雀高校 京都府 近畿

27 天谷　光希 男 高２ 敦賀工業高校 福井県 北信越

28 岡本　航太朗 男 高２ 高島高校 滋賀県 近畿

29 村上　大将 男 高２ 今治南高校 愛媛県 四国

30 小林　晃大 男 高２ 大村高校 長崎県 九州
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No. 氏名 性別 学年 所属 都道府県名 地区名 備考

1 中尾　咲月 女 高２ 津高校 三重県 東海

2 磴　梨菜 女 高１ 美方高校 福井県 北信越

3 村松　栄理 女 高２ 若狭高校 福井県 北信越

4 西　彩里佐 女 高２ 今治南高校 愛媛県 四国

5 松田　京子 女 高１ 成立学園高校 東京都 関東

6 鈴木　伶奈 女 高２ 酒田光陵高校 山形県 東北

7 新田　明美 女 高２ 美方高校 福井県 北信越

8 米澤　知華 女 高３ 浦和第一女子高校 埼玉県 関東

9 仲澤　春香 女 高１ 若狭高校 福井県 北信越

10 川村　海 女 高１ 美方高校 福井県 北信越

11 岡田　葵衣 女 高３ 館林女子高校 群馬県 関東

12 荻野　紗和 女 高２ 美方高校 福井県 北信越

13 日比野　真奈 女 高２ 加茂高校 岐阜県 東海

14 藤谷　南優 女 高２ 松山東高校 愛媛県 四国

15 清水　香奈 女 高２ 八百津高校 岐阜県 東海

16 大原　里奈 女 高３ 高石高校 大阪府 近畿

17 中之　ありさ 女 高２ 桜宮高校 大阪府 近畿

18 荒牧　穂 女 高２ 熊本学園大学付属高校 熊本県 九州

19 大松　花帆奈 女 高２ 今治南高校 愛媛県 四国

20 岩永　空 女 高２ 桜宮高校 大阪府 近畿

21 山口　はるか 女 高３ 津久井高校 神奈川県 関東

22 堂山　菜々実 女 高２ 田村高校 福島県 東北

23 上野　美歩 女 中３ ぎふジュニアボートクラブ 岐阜県 東海

24 渡部　瑠奈 女 高２ 塩釜高校 宮城県 東北

25 北村　莉子 女 高１ 唐津東高校 宮崎県 九州

26 荒井　千奈 女 高２ 市立横浜商業高校 神奈川県 関東

27 齋藤　由唯 女 高１ 塩釜高校 宮城県 東北

28 松川　碧允 女 高２ 長崎明誠高校 長崎県 九州

29 林原　萌香 女 高２ 米子西高校 鳥取県 中国

30 谷口　智佳子 女 高３ 宇和島東高校 愛媛県 四国
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