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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 米子湊山 6001 木田    馨 ｷﾀﾞ ｶｵﾙ 中1
ﾐﾅﾄﾔﾏ 中学 6002 木田  琢郎 ｷﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 中3

6003 宮井  惇充 ﾐﾔｲ ｱﾂﾐ 中3
6004 門脇    卓 ｶﾄﾞﾜｷ ｽｸﾞﾙ 中3

3 新潟燕 3015 深海  良成 ﾌｶｳﾐ ﾖｼﾅﾘ 中3
ﾂﾊﾞﾒ 中学 3016 鈴木孝太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 中3

3017 小林  莞二 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｼﾞ 中3
3018 今    稔樹 ｺﾝ ﾄｼｷ 中2

4 高松屋島 7103 植田  孝之 ｳｴﾀ ﾀｶﾕｷ 中3
ﾀｶﾏﾂﾔｼﾏ 中学 7105 桑野    悠 ｸﾜﾉ ﾕｳ 中3

7106 島      聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中1
7104 山本  修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 中3

5 前橋南橘 318 小野里卓哉 ｵﾉｻﾞﾄ ﾀｸﾔ 中3
ﾏｴﾊﾞｼﾅﾝｷﾂ 中学 321 星野  佑貴 ﾎｼﾉ ﾕｳｷ 中1

319 田中  駿介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 中3
320 高橋  秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 中2

6 河北 5807 鳴瀧  智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 中2
ﾜｶﾔﾏｶﾎｸ 中学 5805 湯川  真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 中3

5806 岡本  崇敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 中3
5808 山口  伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 中2

7 綾北 69 鹿志村公大 ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中2
ﾘｮｳﾎｸ 中学 70 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 中2

71 吉野　涼貴 ﾖｼﾉ ﾘｮｳｷ 中1
72 安達　亮太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中3

8 鶴岡第一 2404 若生  晃一 ﾜｺｳ ｺｳｲﾁ 中3
ﾂﾙｵｶｲﾁ 中学 2405 冨樫  聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中2

2408 渡部  貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中1
2409 田中  恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中1

9

10
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2組
1 新潟木戸 3010 天木  健太 ｱﾏｷ ｹﾝﾀ 中3

ﾆｲｶﾞﾀｷﾄﾞ 中学 3011 渡邉  賢治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 中2
3012 野沢  拓矢 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 中3
3013 河原  邦将 ｶﾜﾊﾗ ｸﾆﾕｷ 中2

2 尼崎塚口 5501 久次米佑亮 ｸｼﾞﾒ ﾕｳｽｹ 中3
ﾂｶｸﾞﾁ 中学 5502 杉森  友哉 ｽｷﾞﾓﾘ ﾄﾓﾔ 中2

5503 川原  寛生 ｶﾜﾗ ﾋﾛｷ 中3
5504 三野  大樹 ﾐﾉ ﾀﾞｲｷ 中3

3 新潟小千谷 3004 西方  雄大 ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
ｵﾁﾞﾔ 中学 3005 澤谷  勇太 ｻﾜﾀﾆ ﾕｳﾀ 中3

3003 東    大樹 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 中3
3002 野沢  幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 中3

4 八幡浜愛宕 7202 魚海  涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2
ｴﾋﾒ ｱﾀｺﾞ 中学 7203 山口    剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2

7204 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
7205 増岡  知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2

5 日本大学 10 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 7 大森　雄太 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ 中3

6 松田　　峻 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝ 中3
8 西久保大介 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中3

6 横浜谷本 19 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 中3
ﾖｺﾊﾏﾔﾓﾄ 中学 16 四ヶ浦　廉 ｼｶｳﾗ ﾚﾝ 中2

15 吉次　恭祐 ﾖｼﾂｷﾞ ｷｮｳｽｹ 中1
18 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 中3

7 我孫子 635 和田  高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2
ｱﾋﾞｺ 中学 634 平井  康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 中2

633 高木  涼介 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3
632 大門  裕貴 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳｷ 中3

8 香川第一 7110 鎌野  勇気 ｶﾏﾉ ﾕｳｷ 中3
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲｲﾁ 中学 7112 小野  宰伸 ｵﾉ ｵｻﾉﾌﾞ 中3

7113 橋    永遠 ﾊｼ ﾄﾜ 中2
7111 岡    直人 ｵｶ ﾅｵﾄ 中3

9 川口幸並 422 野崎  純平 ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中3
ｶﾜｸﾞﾁｻﾁﾅﾐ 中学 423 山野剣太郎 ﾔﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 中3

481 野崎　直人 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾄ 中2
424 木下  智貴 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｷ 中3

10 酒田第四 2443 熊谷    航 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 中3
ｻｶﾀﾖﾝ 中学 2447 熊谷  一真 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 中3

2446 佐藤    駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 中1
2444 佐藤  和哉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 中2
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3組
1 神戸長坂 5525 坂元  俊介 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 中3

ﾅｶﾞｻｶ 中学 5527 玉置  俊明 ﾀﾏｵｷ ﾄｼｱｷ 中2
5524 大村    健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 中3
5526 玉置  信明 ﾀﾏｵｷ ﾉﾌﾞｱｷ 中3

2 大館東 2307 貝森  亮太 ｶｲﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 中3
ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞｼ 中学 2308 畠山  広大 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 中3

2306 石田  昂紀 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 中1
2304 石田  義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

3 越谷富士 463 綱島  翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 中3
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 466 山崎  竜也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中1

464 福井  大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 中3
465 綱島  大希 ﾂﾅｼﾏ ﾀﾞｲｷ 中2

4 巻西 3025 小林  頌之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 中3
ﾏｷﾆｼ 中学 3026 北川  直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 中3

3028 内藤  紀之 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 中3
3027 金子優太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 中3

5 足立十四 822 小林  一広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 中3
ｱﾀﾞﾁ14 中学 824 法師  一貴 ﾎｳｼ ｶｽﾞｷ 中2

823 木島  啓太 ｷｼﾞﾏ ｹｲﾀ 中3
827 風間  海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中1

6 岡崎矢作北 4320 中嶋  一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 4324 中沢  駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2

4321 角谷  晋作 ｽﾐﾔ ｼﾝｻｸ 中3
4319 田端竜之介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

7 慶應普通部 13 西岡　　宗 ﾆｼｵｶ ｼｭｳ 中2
ｹｲｵｳﾌﾂｳﾌﾞ 中学 12 星野　尚大 ﾎｼﾉ ｼｮｳﾀ 中3

14 藤澤　朗光 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾐﾂ 中3
11 萩原　正己 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ 中3

8 岡山桑田 6402 大西  将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 中3
ｵｶﾔﾏｸﾜﾀﾞ 中学 6404 道前  典宜 ﾐﾁﾏｴ ﾌﾐﾀｶ 中2

6403 藤原  瑞季 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 中1
6406 平松  佳明 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｼｱｷ 中3

9 土佐塾 7304 植野　博仁 ｳｴﾉ ﾋﾛﾋﾄ 中2
ﾄｻｼﾞｭｸ 中学 7303 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 中3

7305 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 中2
7306 森沢　亮介 ﾓﾘｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 中3

10 秦野本町 84 金子  裕樹 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 中3
ﾊﾀﾞﾉﾎﾝﾁｮｳ 中学 86 待井  大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 中3

85 関戸  太朗 ｾｷﾄﾞ ﾀﾛｳ 中3
87 南    直人 ﾐﾅﾐ ﾅｵﾄ 中3
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4組
1 東彼杵波佐見 8322 水下  智康 ﾐｽﾞｼﾀ ﾄﾓﾔｽ 中3

ﾊｻﾐ 中学 8323 柿本啓太郎 ｶｷﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 中2
8324 坂本  健太 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 中3
8325 柿本竜之介 ｶｷﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

2 藤森 5101 杉岡  郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 中3
ﾌｼﾞﾉﾓﾘ 中学 5102 小山  善正 ｺﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 中3

5103 山田  祐揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 中3
5104 山本  俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 中3

3 佐原 667 平松大貴康 ﾋﾗﾏﾂﾀﾞｲ ﾀｶﾔｽ 中1
ｻﾜﾗ 中学 625 根本  祐介 ﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中3

665 塚原  洋明 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 中3
664 青野  廣也 ｱｵﾉ ｺｳﾔ 中3

4 さいたま植竹 404 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 402 丹野  裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2

405 鈴木  竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1
403 道祖土彰信 ｻｲﾄﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 中3

5 淑徳巣鴨 816 益田  浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 815 大崎  雄悟 ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ 中2

817 中山  武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2
814 大崎  瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3

6 鶴岡第三 2416 三浦  克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 中3
ﾂﾙｵｶｻﾝ 中学 2418 佐藤  悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中3

2417 本間  昂光 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾐﾂ 中3
2419 佐藤  淳平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

7 埼玉大砂土 416 宮地  建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 中2
ｻｲﾀﾏｵｵｻﾄ 中学 414 野場  崇史 ﾉﾊﾞ ﾀｶｼ 中3

413 酒井  佑輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 中3
415 中山  竜太 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 中2

8 大阪・日置荘 5301 花房    武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 中3
ﾋｷｼｮｳ 中学 5303 河野    竜 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 中2

5304 山崎  佑太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 中2
5302 田中    翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 中3

9 鶴岡第四 2430 土肥  隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 中2
ﾂﾙｵｶﾖﾝ 中学 2431 菅原  佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中2

2428 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
2429 乙坂  龍治 ｵﾄｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 中2

10 福岡横手 8032 宮崎    祥 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 中2
ﾌｸｵｶﾖｺﾃ 中学 8031 牧野    嵩 ﾏｷﾉ ﾀｶｼ 中1

8033 近藤  健司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 中3
8034 箕輪  和紘 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 中3
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