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9月15日 ３位 30.0点 水泳 総監督 須田  邦明
総監督 戸川　晴夫
水球監督 加藤　英雄
水球 Ｇ　Ｋ 若杉　健人
水球 Ｆ　Ｐ 田嶋　祐稀
水球 Ｆ　Ｐ 塚越　太一
水球 Ｆ　Ｐ 荒井　　陸
水球 Ｆ　Ｐ 菅根　大樹
水球 Ｆ　Ｐ 一木　駿也
水球 Ｆ　Ｐ 坂本　洸樹
水球 Ｆ　Ｐ 橋本　祐亮
水球 Ｆ　Ｐ 山本　竣太
水球 Ｆ　Ｐ 足立　聖弥
水球 Ｆ　Ｐ 土屋　修人

３位 18.0点 クレー射撃 成年男子監督 兼選手　トラップ 栗原　貞夫
成年男子 トラップ 小林  庸一
成年男子 トラップ 清水　一弘

9月12日 ２位 21.0点 体操 総監督 原島　宏之
総監督 向井　　司
少年男子監督 堀出　一夫
少年男子 加藤　凌平
少年男子 松田　祐太
少年男子 渡辺　崇仁
少年男子 藤原　昇平

５位 12.0点 体操 総監督 原島　宏之
総監督 向井　　司
少年女子監督 菅原　　寛
少年女子 木村菜智子
少年女子 兎澤    静
少年女子 谷口　佳乃
少年女子 山本優理子

9月11日 ６位 3.0点 水泳（競泳） 成年男子 50m自由形 原田　蘭丸
７位 2.0点 水泳（競泳） 成年男子 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 原田　蘭丸

成年男子 　〃 山元　啓照
成年男子 　〃 多田　邦徳
成年男子 　〃 林    佑樹

４位 5.0点 水泳（競泳） 成年女子 50m自由形 雨宮　未侑
４位 5.0点 水泳（競泳） 成年女子 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 北川　麻美

成年女子 　〃 諸貫　瑛美
成年女子 　〃 杉﨑　可奈
成年女子 　〃 星　奈津美

３位 6.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 50m自由形 丸山    徹
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400m自由形 瀬戸　大也
７位 2.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 丸山    徹

少年男子Ａ 　〃 瀬戸　大也
少年男子Ａ 　〃 浦　瑠一朗
少年男子Ａ 　〃 牧田　卓也

８位 1.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 50m自由形 須藤　　忍
５位 4.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 片岡　采子

少年女子Ａ 　〃 大塚　美優
少年女子Ａ 　〃 浜野　麻綾
少年女子Ａ 　〃 重信　藤乃

３位 6.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100ｍ平泳ぎ 関口　美咲
８位 1.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 杉本　  楓
８位 1.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400m自由 片岡　采子
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9月11日 ５位 12.0点 体操 総監督 原島　宏之
総監督 向井　　司
成年男子監督 新島　隆光
成年男子 北條　陽大
成年男子 宗像　　陸
成年男子 佐藤　　亘
成年男子 武田　一志

８位 3.0点 体操 総監督 原島　宏之
総監督 向井　　司
成年女子監督 小内　格子
成年女子 伊地智葉菜
成年女子 江﨑　真奈
成年女子 小川　由貴
成年女子 森長　香菜

9月10日 ３位 6.0点 水泳（競泳） 成年男子 100m背泳ぎ 多田　邦徳
３位 6.0点 水泳（競泳） 成年男子 200mリレー 原田　蘭丸

成年男子 　〃 山元　啓照
成年男子 　〃 植木　拓斗
成年男子 　〃 古賀　淳也

５位 4.0点 水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 北川　麻美
３位 6.0点 水泳（競泳） 成年女子 200mリレー 雨宮　未侑

成年女子 　〃 北川　麻美
成年女子 　〃 小野口由夏
成年女子 　〃 星　奈津美

３位 6.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 100ｍ自由形 丸山    徹
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 瀬戸　大也
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 50m自由形 堀尾多輝人
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 重信　藤乃
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 大塚　美優
６位 3.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m背泳ぎ 浅見　  瞳
３位 6.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 中田　愛海

少年女子Ｂ 　〃 浅見　  瞳
少年女子Ｂ 　〃 関口　美咲
少年女子Ｂ 　〃 志賀珠理奈

9月9日 ３位 6.0点 水泳（競泳） 成年男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 植木　拓斗
５位 4.0点 水泳（競泳） 成年女子 400ｍ自由形 小野口由夏
４位 5.0点 水泳（競泳） 成年女子 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星　奈津美
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 800mリレー 丸山    徹

少年男子Ａ 　〃 瀬戸　大也
少年男子Ａ 　〃 浦　瑠一朗
少年男子Ａ 　〃 田中　宏樹

８位 1.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ自由形 鈴木　優一
６位 3.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400mリレー 堀尾多輝人

少年男子Ｂ 　〃 鈴木　優一
少年男子Ｂ 　〃 山﨑    翼
少年男子Ｂ 　〃 日下部大翔

３位 6.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200ｍ背泳ぎ 大塚　美優
３位 6.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200ｍ平泳ぎ 浜野　麻綾
６位 3.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400mリレー 平井　稚菜

少年女子Ａ 　〃 片岡　采子
少年女子Ａ 　〃 重信　藤乃
少年女子Ａ 　〃 鈴木　花菜

５位 4.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m自由形 中田　愛海
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 志賀珠理奈
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