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競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 510 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
4 323 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ プリオール ﾌﾟﾘｵｰﾙ 高3
5 39 吉田　隆彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6
7
8

2組
1 619 D.OKEEFFE O'Keeffe Dan ＧＵＭ GUM
2 394 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 472 澤　　武志 ｻﾜ ﾀｹｼ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 241 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ ふじＳＣ ﾌｼﾞSC 高2
5 96 宇佐見政勝 ｳｻﾐ ﾏｻｶﾂ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ
6 277 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
7 406 堀川　卓志 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 249 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 中京大中京高 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 高3

3組
1 210 稲生　浩明 ｲﾉｳ ﾋﾛｱｷ 富　士　通 FUJITSU
2 93 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高1
3 200 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ ﾖｺﾊﾏSC八景 ﾖｺﾊﾏSCKH 高3
4 153 室谷　靖治 ﾑﾛﾔ ﾔｽﾊﾙ 東急たまがわ Tﾀﾏｶﾞﾜ 大2
5 195 石井　慎吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ コナミ青葉台 ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 大3
6 233 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 飛龍高校 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高3
7 548 柳　　貴洋 ﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 78 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 中3

4組
1 250 渋谷康太郎 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ 中京清泳会 ｾｲｴｲｶｲ
2 499 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 385 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 437 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
5 524 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 154 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ ル・両国 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 大2
7 177 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 日大藤沢 ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高3
8 554 井上　貴裕 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1

5組
1 557 谷川　哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳﾀﾞ 大2
2 664 D.BUGAKOV Bugakov Dani ＵＺＢ UZB
3 415 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
4 503 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1
5 194 脇森　智志 ﾜｷﾓﾘ ｻﾄｼ のぼりとＳＣ ﾉﾎﾞﾘﾄSC 大4
6 199 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ニスポ元住吉 ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高2
7 142 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高1
8 261 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 多治見西高 ﾀｼﾞﾐﾆｼｺｳ 高2
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 266 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 京都踏水会 ｷｮﾄﾄｳｽｲｶ 高2
2 188 植村　健史 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 林　水泳教室 ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 大4
3 642 N.SKVORTSOV Skvortsov Ni ＲＵＳ RUS
4 213 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ＺＥＮｈｌｄ ZENhld
5 217 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ ミキハウスＫ ﾐｷﾊｳｽK
6 53 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ イトマン大宮 ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 大4
7 334 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ 唐津ＳＣ ｶﾗﾂSC 高3
8 254 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高2

7組
1 155 岡村　有祐 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ＮＡＳ町田 NASﾏﾁﾀﾞ 大2
2 116 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金田ＳＣ ｶﾈﾀﾞSC 高2
3 663 R.NACHAEV Nachaev Ravi ＵＺＢ UZB
4 659 A.SERDINOV Serdinov And ＵＫＲ UKR
5 627 J.ILIKA Ilika Josh ＭＥＸ MEX
6 357 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 214 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 市立本郷養護 ﾎﾝｺﾞｳﾖｳｺ
8 512 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2

8組
1 544 中山　雄太 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
2 644 I.MARCHENKO Marchenko Ig ＲＵＳ RUS
3 631 C.SWANEPOEL Swanepoel Co ＮＺＬ NZL
4 601 M.WELSH Welsh Matt ＡＵＳ AUS
5 582 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
6 621 JEONG DOO HEE Jeong Doo-He ＫＯＲ KOR
7 164 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 高2
8 88 鈴木秀太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 稲毛インター ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 大2

Page: 2/2 Printing: 2005/02/23 17:28:01

千  葉

加　盟

学九州

東  京

学関東

学中部

学関東
神奈川

愛  知

東  京
東  京

神奈川
神奈川
埼  玉
佐  賀

京  都
神奈川


