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水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 足立十四 819 石黒  烈光 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｹﾐﾂ 中3  4:17.70

ｱﾀﾞﾁ14 中学 820 福本    健 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹｼ 中3
821 大神田賢翔 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 中3
822 小林  一広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

2 佐原 665 塚原  洋明 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 中3  4:16.93
ｻﾜﾗ 中学 625 根本  祐介 ﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中3

663 林    達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 中3
664 青野  廣也 ｱｵﾉ ｺｳﾔ 中3

3 大館東 2307 貝森  亮太 ｶｲﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 中3  4:16.41
ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞｼ 中学 2305 糸屋    優 ｲﾄﾔ ﾕｳ 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

4 さいたま植竹 402 丹野  裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2  4:14.52
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 406 熊谷  公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中1

405 鈴木  竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1
404 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

5 淑徳巣鴨 817 中山  武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2  4:13.47
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 816 益田  浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2

814 大崎  瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3
815 大崎  雄悟 ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ 中2

6 八幡浜愛宕 7203 山口    剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2  4:13.92
ｴﾋﾒ ｱﾀｺﾞ 中学 7204 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

7205 増岡  智晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2
7202 魚海  涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2

7 河北 5805 湯川  真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 中3  4:16.23
ﾜｶﾔﾏｶﾎｸ 中学 5806 岡本  嵩敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 中3

5807 鳴瀧  智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 中2
5808 山口  伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 中2

8 日本大学 5 伊藤　　傑 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 中3  4:16.75
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 8 西久保大介 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中3

9 浅野　弘匡 ｱｻﾉ ﾋﾛﾏｻ 中3
10 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中2

9 酒田第四 2443 熊谷    航 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 中3  4:17.69
ｻｶﾀﾖﾝ 中学 2444 佐藤  和哉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 中2

2447 熊谷  一真 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 中3
2442 佐藤  雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

10 横浜谷本 16 四ヶ浦　廉 ｼｶｳﾗ ﾚﾝ 中2  4:18.34
ﾖｺﾊﾏﾔﾓﾄ 中学 18 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 中3

17 石山　宏生 ｲｼﾔﾏ ｺｳｷ 中2
19 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 中3
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