
CalfMan Japan Season15　東海ステージ
～スタートリスト～

【エリート男子】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

1 田中 文也 男 27 神奈川県 湘南ベルマーレ（神奈川） 51 有賀 哉人 男 21 愛知県 中部大学／学連

2 三須 龍一郎 男 22 神奈川県 明治大学／学連 52 金辻 大輝 男 24 京都府 立命館大学／学連

3 久山 司 男 22 東京都 慶應義塾大学／学連 53 山田 敦也 男 21 神奈川県 神奈川大学／学連　　　

4 前田 能宜 男 19 愛知県 東海学園大学（学連） 54 山川 大佑 男 21 千葉県 明治大学／学連

5 石川 剛士 男 28 愛知県 愛知県トライアスロン協会 55 田中 知徳 男 21 千葉県 慶應義塾大学／学連

6 古川 勝也 男 20 神奈川県 神奈川大学／学連　　　 56 本多 晴飛 男 18 兵庫県 兵庫県トライアスロン協会

7 橋 拓環 男 23 神奈川県 学習院大学／学連 57 潮 明良 男 24 静岡県 秋田大学／学連

8 谷本 凜 男 20 神奈川県 法政大学／学連 58 近藤 有貴 男 21 広島県 広島大学／学連

9 高橋 和真 男 20 滋賀県 立命館大学／学連 59 安藤 悠 男 24 東京都 東京工業大学／学連

10 石田 有樹 男 23 兵庫県 関西大学／学連 60 黒澤 遼 男 21 神奈川県 日本大学／学連

11 野崎 雄太 男 22 京都府 同志社大学／学連 61 小川 佳祐 男 24 東京都 東京都トライアスロン連合

12 郷田 知宏 男 22 東京都 明治大学／学連 62 大城 渉 男 24 東京都 神奈川県トライアスロン連合

13 加藤 修三 男 22 神奈川県 慶應義塾大学／学連 63 平野 雅人 男 21 広島県 広島大学／学連

14 泉地 平良 男 28 静岡県 静岡県トライアスロン協会 64 山田 和哉 男 21 広島県 広島大学／学連

15 関山 昂我 男 22 神奈川県 神奈川県トライアスロン連合 65 岸本 海利 男 21 神奈川県 日本大学／学連

16 洲上 幹太 男 19 千葉県 順天堂大学／学連 66 堀田 光輝 男 21 千葉県 明治大学／学連

17 大西 康平 男 22 京都府 同志社大学／学連 67 水野 泰介 男 21 神奈川県 慶應義塾大学／学連

18 山下 琢馬 男 22 滋賀県 同志社大学／学連 68 三好 哲平 男 21 東京都 明治大学／学連

19 橋本 裕大 男 22 大阪府 同志社大学／学連 69 湯淺 智也 男 21 滋賀県 立命館大学／学連

20 佐田 恵一朗 男 19 京都府 立命館大学／学連 70 仲尾 俊祐 男 21 京都府 龍谷大学／学連

21 川地 諒 男 19 滋賀県 立命館大学／学連 71 小幡 紘平 男 21 愛知県 名古屋大学／学連

22 澤口 光 男 22 滋賀県 立命館大学／学連 72 原 恭平 男 26 神奈川県 神奈川県トライアスロン連合

23 新井 航大 男 22 奈良県 同志社大学／学連 73 福井 萌斗 男 21 兵庫県 立命館大学／学連

24 赤石  達行 男 22 千葉県 順天堂大学／学連 74 新田 翼 男 21 千葉県 順天堂大学／学連

25 旭 洋太 男 22 千葉県 早稲田大学／学連 75 山岸 穂高 男 21 千葉県 明治大学／学連

26 藤本 勇太 男 25 東京都 日本大学／学連 76 松浦 太一 男 21 東京都 中央大学／学連

27 内田 郁弥 男 22 東京都 日本大学／学連 77 柴田 大輔 男 21 神奈川県 神奈川大学／学連　　　

28 岩井 悠二 男 16 静岡県 静岡県トライアスロン協会 78 日内地 賢也 男 21 東京都 日本大学／学連

29 有島 愛葵 男 22 東京都 日本体育大学／学連 79 榎原 巧 男 20 神奈川県 東海大学／学連

30 丸山 敦生 男 22 愛知県 愛知県トライアスロン協会 80 清水 祐谷 男 20 東京都 日本大学／学連

31 豊山 隆行 男 22 奈良県 同志社大学／学連 81 雨宮 諒河 男 21 京都府 立命館大学／学連

32 傍島 大詞 男 22 京都府 同志社大学／学連 82 井池 祐貴 男 23 大阪府 同志社大学／学連

33 御園生 淳希 男 22 東京都 法政大学／学連 83 権田 明寛 男 23 愛知県 南山大学／学連

34 川村 好平 男 33 滋賀県 滋賀県トライアスロン協会 84 古川 徳人 男 20 京都府 同志社大学／学連

35 飯野 航平 男 22 東京都 日本体育大学／学連 85 山田 浩輔 男 23 神奈川県 明治大学／学連

36 今井 祐貴 男 22 千葉県 日本大学／学連 86 粟津 一貴 男 20 京都府 同志社大学／学連

37 田中 航希 男 22 京都府 立命館大学／学連 87 室賀 大世 男 20 埼玉県 中央大学／学連

38 安武 柊登 男 22 神奈川県 日本大学／学連 88 吉岡 隼人 男 20 滋賀県 立命館大学／学連

39 中村 拓登 男 24 東京都 慶應義塾大学／学連 89 槻館 拓郎 男 20 神奈川県 明治大学／学連

40 櫻井 悠 男 21 東京都 明治大学／学連 90 西村 駿佑 男 20 京都府 同志社大学／学連

41 星野 輝 男 21 千葉県 順天堂大学／学連 91 高橋 正俊 男 26 大阪府 大阪府トライアスロン協会

42 吉村 彰記 男 30 愛知県 岐阜県トライアスロン連合 92 中島 拳士朗 男 23 大阪府 関西大学／学連

43 上村 浩希 男 21 東京都 日本大学／学連 93 倉橋 開人 男 20 滋賀県 立命館大学／学連

44 谷口 寛人 男 21 大阪府 近畿大学／学連 94 奥村 悠樹 男 23 滋賀県 同志社大学／学連

45 矢田 直也 男 21 滋賀県 立命館大学／学連 95 平林 毅郎 男 20 神奈川県 日本体育大学／学連

46 武井 蓮 男 24 神奈川県 慶應義塾大学／学連 96 北條 孝樹 男 23 愛知県 名古屋大学／学連

47 高野 拓己 男 21 東京都 日本大学／学連 97 山本 泰輔 男 20 兵庫県 立命館大学／学連

48 三浦 佑真 男 21 京都府 同志社大学／学連 98 河合 祥揮 男 23 京都府 立命館大学／学連

49 若菜 和彦 男 24 神奈川県 立教大学／学連 99 風岡 拓実 男 20 東京都 日本大学／学連

50 金子 功樹 男 21 東京都 明治大学／学連
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101 沢田 愛里 女 38 北海道 ティーバイティーガレージ（北海道） 236 宮井 健志 男 22 大阪府 Iron Man School

102 久保田 玲奈 女 19 茨城県 学習院大学／学連 237 谷口 跳馬 男 22 愛知県 チームゴーヤ名古屋

103 田村 彩夏 女 22 兵庫県 同志社大学／学連 238 重富 亮 男 22 京都府

104 鄭 櫻子 女 22 東京都 日本大学／学連 239 山本 芽張 男 22 愛知県 中部大学トライアスロン部

105 浅田 亜実 女 19 愛知県 愛知県トライアスロン協会 240 鈴木 徹哉 男 22 愛知県 トライアスロン部

106 細矢 祐香 女 22 京都府 立命館大学／学連 241 高橋 大地 男 23 愛知県

107 山内 紅寧 女 21 埼玉県 法政大学／学連 242 佐藤 洋良 男 23 三重県 愛知大学トライアスロン部

108 前田 乙乃 女 21 愛知県 東海学園大学／学連 243 山崎 拓冬 男 23 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部

109 倉原 未波 女 21 広島県 広島大学／学連 244 成田 健悟 男 24 愛知県

110 相原 千尋 女 26 広島県 広島大学／学連 245 福島 一志 男 24 広島県 広島大学トライアスロン部Gulls

111 山田 七海 女 20 岐阜県 中京大学／学連 246 大槻 恒太 男 25 神奈川県 東京工業大学トライアスロン部

112 小山田 来未 女 20 埼玉県 明治大学／学連 247 近藤 宏紀 男 25 愛知県

113 木村 幸 女 20 東京都 日本大学／学連 248 齊藤 彰悟 男 26 東京都 チーム・エース

249 松宮 賢人 男 26 滋賀県 ロコレーシング

250 森 崇人 男 27 愛知県 SQUAD TAKUYA

【エイジ男子】 251 片山 風人 男 27 神奈川県

Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属 252 我妻 侑和 男 27 東京都

201 藤田 涼雅 男 19 愛知県 中部大学 253 上瀧 豊 男 27 東京都

202 片山 裕太 男 19 京都府 254 替地 皓平 男 29 東京都

203 西川 慎悟 男 19 東京都 255 フェラーリ シモン 男 29 大阪府

204 橋本 悠輝 男 19 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 256 飯塚 晃浩 男 29 愛知県 ニコー製作所

205 仲元寺 孝行 男 20 京都府 301 高比良 信太郎 男 30 愛知県

206 茂木 智也 男 20 神奈川県 トライアスロンチームAfro-Q 302 野津 侑輝 男 30 島根県

207 田近 尭聖 男 20 京都府 京都大学トライアスロンサークル 303 立道 国一 男 30 長野県 BIKE RANCH

208 坂本 凱哉 男 20 大阪府 INFINITY 304 中澤 健太郎 男 31 埼玉県

209 畑 吉樹 男 20 大阪府 305 近藤 壮 男 31 埼玉県

210 越智 将平 男 20 京都府 306 横山 祐樹 男 31 東京都 advance

211 廣畑 佳位人 男 20 岐阜県 愛知大学トライアスロン部 307 河合 一輝 男 31 静岡県 ハイドロパワー

212 岡田 志大 男 20 京都府 308 植田 恒平 男 32 兵庫県 ウオズミサイクル

213 谷本 悠磨 男 20 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 309 内山 達也 男 32 大阪府

214 河澄 英武 男 20 愛知県 中部大学 トライアスロン部 310 小谷 陸馬 男 32 大阪府

215 葛西 光希 男 20 愛知県 愛知大学トライアスロン部 311 河本 規 男 32 愛知県

216 渡辺 輝 男 20 愛知県 SQUAD TAKUYA 312 横井 克明 男 33 愛知県

217 田中 源大 男 20 京都府 同志社大学体育会トライアスロン部 313 東野 翔 男 34 大阪府

218 反田 剛 男 20 愛知県 314 小山内 健太 男 34 愛知県 SQUAD TAKUYA

219 田中 亮蔵 男 20 京都府 京都大学トライアスロンサークル 315 川森 康裕 男 34 三重県 △missile

220 加藤 登 男 20 愛知県 愛知大学トライアスロン部 316 野中 誠規 男 34 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

221 川又 諒介 男 20 埼玉県 317 菊谷 浩司 男 35 岐阜県 あすたま

222 本多 祐貴 男 20 京都府 立命館大学トライアスロン部 318 井野 雄介 男 35 愛知県 SQUAD TAKUYA

223 和泉 貴徳 男 20 京都府 京都大学トライアスロンサークル 319 吉田 圭吾 男 35 愛知県

224 江野 弘太郎 男 21 東京都 320 IEIRI ROBERTO 男 36 愛知県

225 山田 敦也 男 21 京都府 体育会トライアスロン部 321 立野 貴浩 男 36 愛知県 SQUAD TAKUYA

226 梶原 楓也 男 21 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部 322 立松 俊洋 男 36 愛知県

227 杉本 篤耶 男 21 大阪府 323 柳田 正人 男 36 愛知県

228 山下 優太郎 男 21 京都府 同志社大学 324 松岡 慎司 男 36 愛知県

229 正下 文太郎 男 21 京都府 325 亀井 健太 男 37 神奈川県 湘南ベルマーレ

230 尾島 航基 男 21 神奈川県 326 近藤 高弘 男 37 愛知県 チームゴーヤアクアヴィータ

231 塚本 航平 男 21 岡山県 Team-Win-NOZAKI 327 奥野 浩之 男 38 大阪府 タカトラ

232 中西 一正 男 21 千葉県 トライアスロン チームAfro-Q 328 戸川 俊輔 男 38 愛知県

233 増田 大成 男 21 奈良県 トライアスロン部 329 戸田 琢 男 39 愛知県 釈迦力/RisePassion

234 岡出 健太朗 男 22 京都府 京都大学 330 斎藤 渉 男 39 山梨県

235 太田 航生 男 22 愛知県 331 三嶋 隆司 男 39 静岡県
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332 佐野 雄一 男 39 静岡県 516 若園 明裕 男 55 岐阜県 FOOTWORK

333 伊藤 守彦 男 39 愛知県 517 石原 裕康 男 55 愛知県 チームタフ

334 平山 英樹 男 39 三重県 518 岡崎 敏夫 男 56 鳥取県 ミズノランボ

401 二川 浩司 男 40 香川県 讃岐やいの會 519 齊藤 和範 男 56 東京都 チーム・エース

402 伊藤 恵介 男 40 岐阜県 520 西川 達夫 男 56 愛知県

403 三浦 智貴 男 40 愛知県 SQUAD  TAKUYA 521 高島 千秋 男 56 福井県 福井鉄人会

404 山田 貴浩 男 40 京都府 522 有賀 達哉 男 58 岐阜県

405 酒井 英明 男 41 愛知県 523 柘植 孝之 男 58 愛知県 セントラル小牧

406 上嶋 秀太郎 男 41 東京都 524 高田 晋司 男 58 愛知県 名城オールランナーズ

407 吉田 拓也 男 41 愛知県 あすたま 601 寺木 忠利 男 60 愛知県

408 治郎丸 豪 男 41 愛知県 アートサイクリングクラブ 602 山田 和典 男 61 愛知県 DRT.Wood-Note

409 中安 辰夫 男 42 静岡県 チームハドロパワー 603 青島 泉 男 61 岐阜県

410 川村 考弘 男 42 三重県 604 高田 博彦 男 62 岐阜県

411 廣瀬 靖伸 男 43 愛知県 605 熊谷 善彦 男 64 岐阜県

412 太田 恭央 男 43 愛知県 606 小島 久直 男 65 愛知県 尾張トライアスロンクラブ

413 釈迦野 亮 男 43 福岡県 607 田中 正則 男 69 三重県

414 加藤 幸行 男 44 愛知県 608 山口 清 男 69 愛知県

415 佐藤 英雄 男 44 愛知県

416 上阪 輝威 男 44 岐阜県 自転車のウエサカ@大垣CSC

417 水口 一春 男 44 富山県

418 木下 博文 男 44 愛知県

419 本多 裕介 男 45 京都府 京都トライアスロンクラブ

420 松田 雅也 男 46 愛知県 TACT AC

421 川村 龍太郎 男 46 愛知県

422 田島 英治 男 46 三重県

423 疋田 浩気 男 46 静岡県 チームハイドロパワー

424 川崎 浩一 男 46 愛知県 SQUAD TAKUYA

425 牛田 隆史 男 47 愛知県 SQUAD TAKUYA

426 一条 厚 男 47 東京都

427 山田 耕司 男 47 愛知県

428 佐藤 源信 男 48 愛知県 あすたま

429 佐藤 貴久 男 48 愛知県 スクワッドタクヤ

430 青木 幸則 男 48 愛知県

431 玉井 智彦 男 48 岐阜県

432 高橋 利造 男 48 愛知県

433 栂野彰男 彰男 男 48 愛知県 APM

434 杉山 孝 男 49 愛知県

501 石井 秀明 男 50 静岡県 ハイドロパワー

502 西川 石雄 男 50 滋賀県 N2アスリートクラブ

503 西澤 正志 男 50 滋賀県 N2アスリート

504 山口 健児 男 50 愛知県

505 高田 英司 男 50 愛知県

506 阿間見 孝 男 51 愛知県 スクオッド タクヤ

507 高橋 泰夫 男 51 岡山県 豊和(株)NOZAKI

508 竹下 直彦 男 51 和歌山県 和歌山県トライアスロン連合

509 清涼 享 男 51 愛知県 チームタフ

510 赤江橋 卓也 男 53 愛知県 あすたま

511 森脇 直史 男 53 愛知県 SQUAD TAKUYA

512 柏木 文雄 男 53 三重県 Matsusaka Prince

513 杉山 和徳 男 53 愛知県 キラアスリート

514 池田 雅一 男 54 三重県

515 西村 孝文 男 55 愛知県 シーモンキー
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～スタートリスト～

【エイジ女子】 【ビギナー】
Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 年齢 都道府県 所属

801 山田 杏奈 女 20 愛知県 SQUAD-TAKUYA 121 大岩 佑輔 男 18 愛知県

802 安斉 あゆ美 女 20 神奈川県 慶応トライアスロン部チームJ. 122 草野 公宣 男 18 三重県

803 宮澤 萌衣 女 21 愛知県 123 真木 一誠 男 24 愛知県 SQUAD TAKUYA

804 安藤 理聖 女 22 愛知県 チームゴーヤー 124 長谷川 大和 男 24 愛知県

805 河西 美歩 女 23 大阪府 京都大学トライアスロンサークル 125 渡邊 誉大 男 25 愛知県 NIKO Factory

806 マー 礼奈 女 23 愛知県 トライアスロン部 126 高瀬 浩明 男 28 愛知県 軍団山本

807 坂本 芽生 女 26 福岡県 127 鬼頭 宏太 男 31 愛知県

808 寺木 佐和子 女 34 愛知県 128 井ノ本 淳 男 33 愛知県

809 小川 静香 女 37 愛知県 SQUAD TAKUYA 129 粟津原 丈 男 33 長野県 イナーメ信濃山形

810 直下 典子 女 37 石川県 130 福田 喜春 男 37 愛知県

811 道端 カレン 女 39 東京都 131 田端 克臣 男 40 三重県

812 新谷 望恵 女 42 福井県 そうごスイミングクラブ 132 坂本 雅子 女 42 愛知県 JDCA

813 中塚 裕美 女 42 愛知県 Azzurri 133 横井 敏幸 男 42 岐阜県 O☆RACING

814 浦野 万里子 女 48 神奈川県 134 祖父江 寧子 女 43 愛知県

815 若杉 利香 女 48 愛知県 チームゴーヤ 135 小石原 裕子 女 43 愛知県

816 遠松 純子 女 49 愛知県 Destra 136 平塚 裕一 男 44 愛知県

137 高原 稔延 男 45 愛知県

138 松原 昌弘 男 45 愛知県 TTD

【リレー】 139 西田 洋 男 45 愛知県

Bib 担当 氏名 140 木下 恵子 女 45 愛知県

第1ラン 青島 直史 141 大林 誠 男 45 愛知県

バイク 青島 直史 142 鳥山 智好 男 46 愛知県

第2ラン 青島 友維 143 藤井 裕大 男 47 愛知県

144 脇坂 敏弘 男 47 愛知県

145 山田 達也 男 47 愛知県

146 富田 顕旨 男 48 愛知県

147 間野 公太 男 48 愛知県 チームゆしょりん

148 坂上 雄一 男 49 愛知県

149 草野 裕之 男 50 三重県

150 小川 聡 男 53 愛知県

151 柴田 仁志 男 56 岐阜県

152 古井 佳雄 男 59 愛知県 タートルスイミング

チーム名

青島夫妻で出場901



CalfMan Japan Season15　東海ステージ
～スタートリスト～

【ジュニア（中学生）】 【キッズ（小学生）】
Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属 Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属

101 大石 拳誠 男 中1 静岡県 ハイドロパワー 21 脇坂 駿輔 男 小4 愛知県

102 山田 壮流 男 中1 愛知県 22 新城 希空 男 小4 愛知県 SQUAD TAKUYA

103 林 愛望 女 中1 愛知県 23 佐野 陽向 男 小4 静岡県

104 服部 海紀 男 中1 愛知県 TokaiPotenza 24 加藤 有莉 女 小4 愛知県

105 斉藤 大豪 男 中1 愛知県 チームゴーヤー名古屋 25 岩松 紘 男 小4 滋賀県

106 千種 元気 男 中1 愛知県 トライアスロンクラブアルファ 26 山田 真生流 男 小4 愛知県

107 後藤 楓依 男 中1 愛知県 チームゴーヤー名古屋 27 大河内 花音 女 小4 愛知県 蟹江AC

108 石原 匠 男 中1 愛知県 チームタフ 28 内田 樂 男 小4 愛知県 美山サイクリングクラブ

109 宮田 怜奈 女 中1 静岡県 ハイドロパワー 29 斉藤 千奈 女 小5 愛知県 チームゴーヤー名古屋

110 和田 侑磨 男 中1 愛知県 まるいちトライアスロン部 30 長島 正真 男 小5 愛知県 チームタフ

111 大蔵 こころ 女 中2 長野県 赤穂中陸上部&ホ゛ンシャンス・ユース 31 田中 巴那 女 小5 福井県 そうごスイミングクラブ

112 柴田 智哉 男 中2 愛知県 ゴーヤ 32 林 彩夢 女 小5 愛知県

113 坂上 悠基 男 中2 愛知県 33 松浦 剛志 男 小5 愛知県 カミハギAC

114 松原 周平 男 中2 愛知県 TTD 34 知名 透真 男 小5 愛知県 SQUAD TAKUYA

115 瀬川 翔誠 男 中2 富山県 35 佐野 結夏 女 小5 愛知県 まるいちjr.トライアスロン

116 大塚 明実 女 中3 富山県 IOX 36 池田 煌太郎 男 小5 愛知県 TCアルファ

117 堀田 俊嘉 男 中3 愛知県 チームゴーヤー名古屋 37 小石原 舞 女 小5 愛知県

118 梅村 颯真 男 中3 愛知県 38 横井 柚香 女 小5 三重県

119 佐々木 工海 男 中3 京都府 保津川トライアスロン倶楽部 39 工藤 聖桜 女 小5 愛知県

120 小山 寛司 男 中3 愛知県 Triathlon team Dragon 40 金田 将直 男 小5 愛知県 チームゴーヤーアクアヴィータ

41 今濱 克己 男 小5 愛知県 東邦スイミング

42 古川 耕己 男 小5 愛知県

【キッズ（小学生）】 43 和田 千佳 女 小5 愛知県 まるいちトライアスロン部

Bib 氏名 性別 学年 都道府県 所属 44 藤井 昂我 男 小5 愛知県

1 村松 香穏 女 小1 愛知県 45 野田 真久 女 小6 愛知県 チームゴーヤ-アクアヴィータ

2 間野 凜香 男 小1 愛知県 チームゆしょりん 46 大蔵 悟生 男 小6 長野県 中沢RC&ホ゛ンシャンス・キッス゛

3 本多 美緒 女 小1 京都府 47 平泉 心穂 女 小6 愛知県 チームゴーヤ名古屋

4 宇埜 遼太郎 男 小1 大阪府 48 鋤柄 有輝 男 小6 愛知県

5 橋本 ちよな 女 小2 愛知県 49 出口 楓華 女 小6 福井県 そうごスイミングクラブ

6 王生 有咲 女 小2 岐阜県 チームゴーヤ名古屋 50 斉藤 大樹 男 小6 愛知県

7 鈴木 暁翔 男 小2 福井県 そうごスイミングクラブ 51 間野 翔 男 小6 愛知県 チームゆしょりん

8 加藤 史菜 男 小2 愛知県 52 間野 雄 男 小6 愛知県 チームゆしょりん

9 中村 琴音 女 小3 福井県 そうごスイミングクラブ 53 内田 凛 男 小6 愛知県 美山サイクリングクラブ

10 高田 真音 男 小3 京都府 保津川トライアスロン倶楽部 54 竹中 希春 女 小6 京都府

11 藤井 友我 男 小3 愛知県 55 大野 真広 男 小6 三重県 チームゴーヤー名古屋

12 川崎 陽真 男 小3 愛知県 スクワッドタクヤ

13 長島 誠悟 男 小3 愛知県 チームタフ

14 平塚 颯 男 小3 愛知県

15 平塚 連雲 男 小3 愛知県

16 松山 海司 男 小3 兵庫県

17 安居 芽夏 女 小3 福井県 そうごスイミングクラブ

18 池田 小春 女 小3 愛知県 TCアルファ

19 丹羽 歩夢 男 小3 愛知県 SQUAD TAKUYA

20 下村 太一 男 小3 愛知県


