
＜男子＞　＊順不同
氏名 所属 氏名 所属

1 山口　貴司 DB unlimited 1 安黒 一郎 磯風漕友会
2 木村　航 bp 2 木下 大輔 磯風漕友会
3 井上　健一 DB unlimited 3 土井 良介　 磯風漕友会
4 高橋　雅彦 bp 4 春名 圭太 磯風漕友会
5 湯本　幸一 すいすい丸 5 松野 孝政 磯風漕友会
6 藤ノ井　竜也 すいすい丸 6 山本 洋史 磯風漕友会
7 今川　昇 すいすい丸 7 井上 健 磯風漕友会
8 潮平　寛大 チーム匠 8 鈴木 悠矢 磯風漕友会
9 吉田　太郎 東京龍舟 9 清水 龍 磯風漕友会

10 草場　幸宏 沖縄龍舟 10 後藤 貴己 磯風漕友会
11 鏡　雄太 ROA,ｓ 11 鈴木 基裕 磯風漕友会
12 原　実貴 ROA,ｓ 12 江田 裕夢 磯風漕友会
13 千葉　雄太 漕遊人 13 神田 竜樹 磯風漕友会
14 徳茂　佳吾 bp 14 梅本 次郎 磯風漕友会
15 福井　英之 沖縄龍舟 1 隅田 啓二 磯風漕友会
16 林　達也 bp 2 池田 秀幸 磯風漕友会
17 栗林　正典 すいすい丸 3 隠浪 博之 磯風漕友会
18 川端　駿斗 関西龍舟 4 中野 邦彦 磯風漕友会
19 矢能　隆智 DB unlimited 5 水谷 良樹 磯風漕友会
20 河原　竜太 すいすい丸 6 村越 祐樹 磯風漕友会
21 島袋　展幸 チーム匠 7 寳山 直人 磯風漕友会
22 前川　一成 沖縄龍舟 8 吉成 ゆうや 磯風漕友会
23 小嶋　祐太 東京龍舟 9 森谷 圭太 磯風漕友会
24 鈴木　渓 ROA,ｓ 10 藤原 泰知 磯風漕友会
25 岩城　耕一 すいすい丸 11 福田 風雅 磯風漕友会
26 岡田　陽次 すいすい丸 12 坂口 良助 磯風漕友会
27 濱元　聖 沖縄龍舟 13 鈴木 忠輔 磯風漕友会
28 土井　幹太 東京龍舟 14 河野 弘光 磯風漕友会
29 森山　勇次 ROA,ｓ 15 山本 聡 磯風漕友会
30 竹内　崇博 関西龍舟
31 大谷　樹 ｂｐ
32 今出　壮一 bp
33 池村　崇志 沖縄龍舟
34 星谷　大二郎 沖縄龍舟
35 林田　直樹 津奈木海龍
36 高橋　周平 bp

37 清田　和宏 すいすい丸

＜女子＞　＊順不同
氏名 所属 氏名 所属

1 金子　郁美 東京龍舟 1 柳 良子 SUPER　DOLPHIN
2 西村　まりな 沖縄龍舟 2 中澤　広美 SUPER　DOLPHIN
3 奥山　有美 すいすい丸 3 野間　はずき SUPER　DOLPHIN
4 南出　夏奈 すいすい丸 4 二俣　由美 SUPER　DOLPHIN
5 金城　優菜 友遊会 5 津川　咲子 SUPER　DOLPHIN
6 藤井　夏子 チーム河童 6 海田　尚 SUPER　DOLPHIN
7 田中　絵梨果 東京龍舟 7 佐藤　良美 SUPER　DOLPHIN
8 柴田　㤗江 すいすい丸 8 米原　貴美子 SUPER　DOLPHIN
9 宮本　芙美香 関西龍舟 9 高橋　宏美 SUPER　DOLPHIN

10 妹尾　朋子 関西龍舟 10 岩屋　敬子 SUPER　DOLPHIN
11 小島　萌唯 すいすい丸 11 宮本　茉優 SUPER　DOLPHIN
12 富間　理恵 友遊海
13 山路　愛 チーム河童
14 野世　敦子 すいすい丸
15 岩井　康子 東京龍舟
16 野口　葉月 すいすい丸
17 椿　千穂 チーム河童
18 沼澤ﾀﾞﾌﾆｲｰ ＴＥＡＭ  OOKKII

＜サポーター＞
上埜　絵美 SUPER　DOLPHIN
森本b恵梨香 SUPER　DOLPHIN
見村　里美 SUPER　DOLPHIN
汐江　洋美 SUPER　DOLPHIN
隠波　智子 SUPER　DOLPHIN
藤井　麻央 SUPER　DOLPHIN
山本　智子 SUPER　DOLPHIN
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