
地区名 都道府県名 名    前 所    属 地区名 都道府県名 名    前 所    属
盛合　一功 織笠　萌
信夫　涼 堀合　朝香
鳥居　勢矢 山田高校 田中　加奈子 塩釜高校
飯畑　直哉 塩釜高校 高橋　希穂 石巻高校
梶原　龍将 石巻高校 浅利　真美子 秋田高校

山形県 齋藤　拓馬 酒田光陵高校 佐藤　理奈穂 本荘高校
福島県 石塚　慎之助 田村高校 埼玉県 石川　梢 浦和一女高校

大輪　龍斗 安井　咲智
田原　祐哉 藤田　彩也香

群馬県 寺島　渉 館林高校 国府田　美幸
千葉県 木村　太一 小見川高校 鶴見　和佳奈 日本橋高校

江畠　凛斉 青井高校 石垣　優香 本所高校
加藤　未来斗 木下　弥桜 早稲田大学
中川　大誠 長縄　由衣 中央大学
氏原　裕貴 山口　はるか 津久井高校
石政　雄也 日本橋高校 関　夏樹 横浜商業高校
瀬戸　淳也 日本大学 渡部　亜美
鍛冶田　有史 磴　澪凪
王田　恭之 青木　玲樺
村松　史也 横浜商業高校 磴　梨菜 阿賀黎明中学校

新潟県 齋藤　颯斗 阿賀黎明高校 吉田　みなみ 八尾高校
二本松　慎也 寺下　日陽里 富山東高校
野口　拓己 柴田　茉穂 若狭高校
道端　勇樹 河原　孝多 若狭東高校
開地　祐斗 新田　明美
井尻　裕貴 若狭高校 芝井　千紘
小見山　敬弘 若狭東高校 金森　由季
武長　省吾 敦賀工業高校 白井　里咲
河畑　晴斗 大崎　未稀
高木　将 両角　萌恵 岡谷南高校
藤長　寿哉 小松　怜子
中西　諒 小林　千那

長野県 鎌原　康陽 岡谷南高校 林　侑加
吉田　拓人 平松　愛華
若林　幸輝 坪内　郁実
田原　功貴 西田　結惟
中山　雄斗 市田　佑来
柘植　実 渕上　茉央

静岡県 糠谷　陸 浜松北高校 可児　晴海
伊東　英彦 高島高校 岩本　悠華
飯田　竜馬 瀬田漕艇クラブ 菅沼　奈津美

京都府 遠山　秀雄 伏見工業高校 中村　美月
春名　祐希 鶴井　桃佳 浜松北高校
野田　滉斗 水谷　愛 浜松湖南高校
横田　聡 愛知県 大久保　早貴 千種高校
福井　修聡 大城　彩華 膳所高校

兵庫県 小見山　正敬 神戸ボートクラブ 古川　舞 大津高校
和歌山県 奥村　晃 和歌山北高校 四方　美咲 朱雀高校

境　凌輔 米子工業高校 清水　菜々子 伏見工業高校
久木　隆一郎 米子東高校 大阪府 岩崎　かえで 桜宮高校

島根県 山口　恭平 松江東高校 種田　奏子
熊谷　亮哉 籔内　美里
角南　仁基 島根県 沖田　海里 江津工業高校
齋藤　雅人 福原　萌意
四方　輝 操山高校 橋本　千里
太田　海也 備前緑陽高校 宮住　真奈

山口県 田丸　大暉 西市高校 梶原　まどか
大嘉田　拓実 船田　朋奈
鈴木　哲平 宇都宮　沙紀
田中　海靖 松井　友理乃
木村　奨 坂口　愛可
木村　竜暉 眞木　沙彩 今治南高校
藤本　彪 村上　梨沙
阿部　亮平 今治南高校 三品　玲海
村上　裕大 今治北高校 橋本　多美子 松山東高校
千種　蒼大 松山東高校 福岡県 松永　真梨子 東筑高校
髙橋　創丸 新田高校 國元　悠衣 唐津商業高校

佐賀県 吉本　紘大 唐津西高校 小松　倫子 唐津東高校
長崎県 古賀　健嗣 大村城南高校 長崎県 中村　真代 長崎明誠高校

萩尾　将太 菊池高校 坂崎　円香 菊池高校
日田　駿 日隈　さつき
茂見　輝 本田　公香
藤吉　俊樹 川久保　葵
永田　宗一郎 川久保　雅
小島　祐太 椋本　明日香
高橋　怜央 宇野　聡恵
秋吉勝巳 日田高校 村岡　美晴 日田三隈高校
佐藤　雄大 日田三隈高校 大門　千紗 日田林工高校

九州

富山県

四国

九州

四国

北信越

平成28年度第14回全日本ジュニア選手権大会参加選手（平成28年4月18日現在）

男子 女子

近畿

東北

滋賀県

京都府

長野県
下諏訪向陽高校

恵那高校

岐阜県

加茂高校

浜松大平台高校

神奈川県

関東

北信越

東北

東海

近畿

宇和島東高校

愛媛県
今治西高校

滋賀県

慶應義塾高校
神奈川県

富山工業高校

小松明峰高校石川県

福井県

美方高校

加茂高校

日田高校
大分県

米子東高校鳥取県

宇和島東高校

愛媛県
今治西高校

今治北高校

佐賀県

熊本県
熊本学園大学付属高校

阿賀黎明高校
新潟県

富山県

福井県
美方高校

大分県

桜宮高校
大阪府

清風高校

鳥取県

岡山県
関西高校

熊本学園大学付属高校
熊本県

廿日市高校

岐阜県

美濃加茂高校

小松川高校

宮古高校
岩手県

宮城県

潮来高校茨城県

東京都

山田高校岩手県

宮城県

秋田県

小松川高校

東京都

関東

中国

静岡県

東海

広島県

中国


