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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 香    川 3608 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 3606 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高2

3610 塩﨑　雄次 ｼｵｻｷ ﾕｳｼﾞ 高3
3613 藤井　真也 ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾔ 高1

3 愛    知 2226 田辺　瑛二 ﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高2
ｱｲﾁ 高校 2228 広瀬　将之 ﾋﾛｾ ﾏｻﾕｷ 高3

2234 長谷川高之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 高3
2229 山口　　翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 高3

4 大    阪 2719 阪倉　庸介 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2727 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 高3

2712 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2
2708 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

5 兵    庫 2832 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2829 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2

2833 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 高3
2830 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

6 神 奈 川 1411 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1421 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3

1402 伊藤　慎平 ｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 高3
1446 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高2

7 宮    城 420 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 421 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 高3

430 岩崎　隼人 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 高2
431 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高2

8 福    島 711 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 高2
ﾌｸｼﾏ 高校 713 内山　和也 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 高2

716 山田　雄平 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 高1
714 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 秋    田 516 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高2
ｱｷﾀ 高校 523 加賀谷英俊 ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 高3

505 泉舘　涼介 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾃ ﾘｮｳｽ 高3
521 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高2

3 和 歌 山 3025 上野山　優 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 3003 三口　智也 ﾐｸﾁ ﾄﾓﾔ 高3

3024 岡本　佳大 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 高2
3008 南都　　亮 ﾅﾝﾄ ｱｷﾗ 高3

4 京    都 2642 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 2627 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高2

2619 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2
2614 三ツ井啓義 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾖｼ 高3

5 東    京 1332 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1326 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

1324 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
1338 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高2

6 静    岡 2111 三浦　　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2116 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高1

2123 酒井　拓也 ｻｶｲ ﾀｸﾔ 高2
2125 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 高3

7 広    島 3417 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高3
ﾋﾛｼﾏ 高校 3423 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高2

3425 土本　将大 ﾂﾁﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 高3
3418 広田　将也 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾔ 高3

8 岡    山 3312 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 3308 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高2

3314 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
3306 藤井　夢人 ﾌｼﾞｲ ﾕﾒﾄ 高3

9 茨    城 802 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 828 入江　　徹 ｲﾘｴ ﾄｵﾙ 高1

824 大須賀史也 ｵｵｽｶﾞ ﾌﾐﾔ 高3
801 山口　敬介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 大    分 4410 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 4421 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高2

4420 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
4403 貝々石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高2

3 新    潟 1738 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1724 深海　佑太 ﾌｶｳﾐ ﾕｳﾀ 高3

1734 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高2
1728 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2

4 山    形 623 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 621 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

619 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3
618 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 高3

5 埼    玉 1142 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1140 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

1132 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2
1147 船津　宏樹 ﾌﾅﾂ ﾋﾛｷ 高3

6 群    馬 1001 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 1008 贄田　高弘 ﾆｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3

1034 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高2
1004 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2

7 千    葉 1207 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 1224 西村光太郎 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高3

1208 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3
1206 浦上　恒佑 ｳﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 高2

8 福    岡 4015 平田　憲輝 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 4024 吉田　政宗 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 高3

4016 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高2
4022 稲垣　　賢 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾙ 高2

9 青    森 207 加藤　寿哉 ｶﾄｳ  ﾄｼﾔ 高2
ｱｵﾓﾘ 高校 203 白取　研粋 ｼﾗﾄﾘ ｹﾝｽｲ 高2

208 須藤　全禄 ｽﾄｳ  ﾏｻﾄｼ 高3
206 清野　詞也 ｾｲﾉ ﾌﾐﾔ 高3
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