
　

※競技ごと５０音順

1 陸上競技 エドバー　イヨバ 51 ハンドボール 杉岡　尚樹

2 陸上競技 大嶋　健太 52 ハンドボール 友兼　尚也

3 陸上競技 大野　優衣 53 ハンドボール 藤　　勢流

4 陸上競技 北村　夢 54 ハンドボール 水町　孝太郎

5 陸上競技 サニブラウン　アブデル　ハキーム 55 ハンドボール 吉野　樹

6 陸上競技 橋岡　優輝 56 自転車競技 岡本　二菜

7 スキー 石渡　実香 57 自転車競技 佐宗　恭

8 スキー 一ノ瀬　丞 58 自転車競技 花田　聖誠

9 スキー 鈴木　一生 59 自転車競技 古山　稀絵

10 スキー 康野　瑛嗣 60 自転車競技 前田　公平

11 スキー 山口　ゆい 61 自転車競技 松本　詩乃

12 ボート 江畠　凜斉 62 卓球 加藤　美優

13 ボート 坂上　煕英 63 卓球 羽佳　翔鵬

14 ボート 佐藤　紫生乃 64 卓球 穂積　和也

15 ボート 高野　勇太 65 フェンシング ガッツチョーク　ジュリアン

16 ボート 土屋　愛 66 フェンシング 川村　京太　　　　

17 ボート 中川　大誠 67 フェンシング 敷根　章裕

18 ボート 中村　澄人 68 フェンシング 杉本　隆大

19 ボート 林　靖晴 69 フェンシング 原田　紗希

20 ボート 藤田　彩也香 70 フェンシング メンドーザ　ミゲール

21 ボート 安井　咲智 71 ライフル射撃 池上　啓

22 体操 亀井　理恵子 72 ライフル射撃 生駒　早織

23 体操 桐生　莉沙 73 ライフル射撃 今仲　章

24 体操 中澤　怜那 75 ライフル射撃 小池　みのり

25 体操 仲宗根　華乃 76 ライフル射撃 佐野　嘉信

26 体操 藤田　隆之介 77 ライフル射撃 田中　貴久

27 体操 森田　真由 78 ライフル射撃 津場　恭平

28 レスリング 阿部　敏弥 79 ライフル射撃 猶村　洋

29 レスリング 今村　太陽 80 ライフル射撃 林　龍一

30 レスリング 梅林　太朗 81 ライフル射撃 松島　愛

31 レスリング 岡嶋　勇也 82 ライフル射撃 三島　裕介

32 レスリング 乙黒　拓斗 83 ライフル射撃 安田　菫

33 レスリング 近藤　雅貴 84 ライフル射撃 柳川　由太郎

34 レスリング 榊　流斗 85 ラグビーフットボール 片岡　瑞帆

35 レスリング 長谷川　敏裕 86 ラグビーフットボール 塩崎　優衣

36 レスリング 三浦　庶宏 87 ラグビーフットボール 竹内　彩貴

37 レスリング 森川　海舟 88 ラグビーフットボール 坪井　美月

38 ウエイトリフティング 荒木　晴江 89 ラグビーフットボール 平野　優芽

39 ウエイトリフティング 伊藤　麻衣 90 ラグビーフットボール 本堂　杏実

40 ウエイトリフティング 岩田　優 91 クレー射撃 柿原　健晴

41 ウエイトリフティング 上野　祐脩 92 クレー射撃 柿原　康晴

42 ウエイトリフティング 紙屋　十磨 93 クレー射撃 高安　儀和

43 ウエイトリフティング 小林　克己 94 クレー射撃 柳　英志

44 ウエイトリフティング ジェンディ　今夢 95 クレー射撃 横内　誠

45 ウエイトリフティング 高岸　冴佳 96 クレー射撃 渡邉　賢次

46 ウエイトリフティング 東方　麻稀 97 トライアスロン 梅田　祐輝

47 ウエイトリフティング 松尾　侑宇大 98 トライアスロン 小田倉　真

48 ウエイトリフティング 安江　勇輝 99 トライアスロン 佐藤　らら

49 ウエイトリフティング 安永　和詩 100 トライアスロン スピヌソ  騎士

50 ウエイトリフティング 吉野　千枝里 101 トライアスロン 外山  高広

102 トライアスロン 中山　彩理香
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