
ブロック 都道府県 所    属 名    前 ブロック 都道府県 所    属 名    前
青森 田名部高校 中里　優太 1 青森高校 木野田　沙帆子
岩手 山田高校 山根　慶大 2 田名部高校 林　知奈美
宮城 仙台大学(阿賀黎明) 本間　光夫 3 岩手 雫石高校 南野　裕佳里

納見　英明 4 福島 田村高校 佐々木　幸
伊藤　大生 5 栗原　菜摘

早稲田高学院 金子　怜生 6 瀧本　日向子
本所高校 石鍋幸太郎 7 早稲田大学(塩釜) 佐藤　紫生乃

明治大学(法政二） 濱口　稜 8 墨田川高校 亀井　恵利沙
神奈川 横浜商業高校 築田　大輝 9 高橋　かほ
山梨 吉田高校 内田　達大 10 青木　華弥

阿部　宗一郎 11 東京経済大学(西市) 河村　知美
大江　誠人 12 明治安田生命(猿投農林) 石鍋　奈津季

富山工業高校 中川　諒 13 神奈川 津久井高校 小方　美愛
龍谷富山高校 中川　祥 14 山梨 富士河口湖高校 木下　美奈

小松高校 谷村　鴻次 15 清田　春香
小松明峰高校 宮浦　真之 16 滝澤　明日花
関西電力美浜 武田　和樹 17 新潟南高校 宮本　春香

植村　篤希 18 富山 八尾高校 栗山　咲樹
中嶋　健太 19 幸池　加奈
大川　盛也 20 吉川　仁恵
岩本　拓馬 21 村松　奈織

小浜水産高校 臼井　安典 22 常磐　菜々子
大同　正治 23 武長　結奈
高田　直生 24 馬野　梨央
武田　朋也 25 楠　菜々子
武田　匡弘 26 下諏訪向陽高校 石上　璃奈
志賀　巧 27 諏訪清陵高校 髙橋　沙恵

大西　一輝 28 植松　香穂
岡谷南高校 下條　大樹 29 棚橋　秀美

宮下　優矢 30 篠田　結花
両角　仁矢 31 藤井　香菜
鈴木　俊貴 32 西田　莉乃

森　猛 33 井川　奈菜
青山　将也 34 成瀬　歩美

長谷川　義光 35 堀部　みこと
恵那高校 中田　慶 36 市川　麻耶

磯貝　徹也 37 東濃実業高校 長谷川　琴未
今村　龍生 38 八百津高校 梶野　真美
高野　亮介 39 長谷川　楓
菊池　渉太 40 阪東　葉月
大久保　亮 41 浜松大平台高校 池田　奈緖

瀬田RC 東田　和希 42 旭丘高校 米川　志保
彦根東高校 石田　良知 43 猿投農林高校 澤田　くるみ
東舞鶴高校 森　廣治 44 菊谷　遥

伏見工業高校 田中　光洋 45 大西　花歩
岡田　直樹 46 竹市　佳乃子

石橋　圭二郎 47 山口　千慧
高田　直人 48 大枝　恵梨花
大原　良太 49 松井　満妃鴻

兵庫 洲本実業高校 福井　康 50 洲本高校 吉田　茉世
鳥取 米子工業高校 古田　直輝 51 川合　瞳

田中　慎之助 52 山崎　鈴子
星野　夏貴 53 鳥取 米子南高校 氏　　奏咲

岡山操山高校 久保田　泰世 54 島根 松江東高校 中山　友里香
古米　峻知 55 山口 西市高校 植田　麻友

小野田 航平 56 山田　加奈
河井　京介 57 廣澤　稀梨華
中西　琢椰 58 竹田　可南子

広島 宮島工業高校 蓮池　泰成 59 西蔭　松希
山口 周防大島高校 宮本　諒太 60 濱田実沙季

愛媛大学大附属高校 紅谷　成昭 61 今治西高校 村越　有里
今治工業高校 御手洗　航 62 松本　佳子
今治西高校 阿部　正典 63 阿部　伶菜

恵良 京太郎 64 梅木　望
山吹　啓太 65 小原　有賀
伊藤　駿太 66 久門　愛菜

長崎 大村城南高校 中島　希世紀 67 井ノ口　晴翔
菊池高校 河津　俊亮 68 百武　知香

川野　陽平 69 白濱　なつみ
市村　貫太郎 70 西村　ちひろ
長尾　泰祐 71 齋藤　心
津留　恒星 72 木佐貫　あすか
岩男　秀宣 73 北村　梨花

佐々木　健大 74 永尾　小百合
梅木　遼太郎 75 熊本 熊本学園大学付属高校 徳田　朱里

日田三隈高校 廣瀬　宗一郎 76 矢羽田　華穂
日田林工高校 河津　蒼摩 77 渡辺　美雨

宮崎 宮﨑商業高校 松田　友郎 78 日田三隈高校 川村　由樹
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２０１３年　第１１回全日本ジュニアボート選手権大会　参加選手　（5/9(木)時点）
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