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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 大    分 4406 田中　智幸 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 中3
ｵｵｲﾀ 中学 4402 岡田　雄一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中3

4404 岩城晃一朗 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 中3
4408 伏野　祐太 ﾌｾﾉ ﾕｳﾀ 中3

3 京    都 棄権
ｷｮｳﾄ

4 大    阪 2715 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1
ｵｵｻｶ 高校 2713 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高1

2716 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高1
2706 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高1

5 埼    玉 1123 長岡　達人 ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾂﾋﾄ 高1
ｻｲﾀﾏ 1115 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 中3

1148 池田　卓哉 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 高1
1134 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高1

6 宮    城 406 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 中3
ﾐﾔｷﾞ 434 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高1

427 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高1
429 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高1

7 兵    庫 2806 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 2804 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 中3

2807 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3
2817 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高1

8 長    野 1618 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 中3
ﾅｶﾞﾉ 中学 1612 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

1614 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 中3
1616 五味　　源 ｺﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 茨    城 808 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 825 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ 高1

813 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中3
826 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 中3

3 香    川 3611 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1
ｶｶﾞﾜ 3609 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1

3616 佐藤　雄規 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 中3
3612 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高1

4 鹿 児 島 4609 松永　太郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾛｳ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 4601 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 高1

4602 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高1
4603 柳鶴　教皇 ﾔﾅｷﾞﾂﾞﾙ ｷｮｳｺ 高1

5 東    京 1345 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1339 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

1319 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3
1323 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高1

6 山    形 603 古藤　　翼 ｺﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 617 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高1

627 佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
626 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 中3

7 新    潟 1736 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1723 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高1

1729 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高1
1740 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高1

8 秋    田 535 高橋　尚生 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高1
ｱｷﾀ 508 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

527 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中3
539 山田　夏輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 徳    島 3724 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 中3
ﾄｸｼﾏ 3725 辻　　真集 ﾂｼﾞ ﾏｼｭｳ 中3

3716 小田真太郎 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
3723 高橋　恵祐 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 中3

3 福    岡 4023 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高1
ﾌｸｵｶ 4044 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 中3

4028 藤本　勇樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 高1
4001 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高1

4 静    岡 2104 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 2117 白井　良和 ｼﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ 高1

2108 石原　範人 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘﾋﾄ 高1
2101 橋詰　直毅 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵｷ 高1

5 神 奈 川 1436 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1404 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高1

1412 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
1435 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高1

6 愛    知 2230 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1
ｱｲﾁ 2223 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高1

2219 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 中3
2225 片浦　聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高1

7 三    重 2310 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 中3
ﾐｴ 2313 中根　大輔 ﾅｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ 高1

2306 高山　裕司 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高1
2302 濵田　広大 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 高1

8 岡    山 3315 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高1
ｵｶﾔﾏ 3310 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高1

3302 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 中3
3309 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高1
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