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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 三    重 2311 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 中3

ﾐｴ 2306 高山　裕司 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高1
2312 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 中3
2310 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 中3

2 岡    山 3315 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高1
ｵｶﾔﾏ 3301 山口　　哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 中3

3302 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 中3
3310 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高1

3 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

4 大    阪 2732 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 中3
ｵｵｻｶ 2709 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高1

2713 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高1
2715 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1

5 神 奈 川 1449 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1451 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 中3

1404 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高1
1435 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高1

6 千    葉 1202 林　　享平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 高1
ﾁﾊﾞ 1204 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高1

1211 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高1
1231 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 中3

7 福    岡 4028 藤本　勇樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 高1
ﾌｸｵｶ 4027 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 高1

4043 壇　隼也人 ﾀﾞﾝ ﾊﾔﾄ 中3
4023 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高1

8 静    岡 2127 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2134 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 中3

2108 石原　範人 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘﾋﾄ 高1
2104 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高1

9 香    川 3609 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ｶｶﾞﾜ 3620 石川　篤希 ｲｼｶﾜ ｱﾂｷ 中3

3611 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1
3612 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高1

10 大    分 4406 田中　智幸 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 中3
ｵｵｲﾀ 中学 4401 塩月　智博 ｼｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 中3

4405 若狭　　俊 ﾜｶｻ ｼｭﾝ 中3
4402 岡田　雄一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 高    知 3911 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 中3

ｺｳﾁ 3914 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高1
3909 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高1
3902 岡林　大地 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 中3

2 長    野 1614 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 中3
ﾅｶﾞﾉ 中学 1616 五味　　源 ｺﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中3

1618 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 中3
1612 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

3 愛    知 2238 中嶋　一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
ｱｲﾁ 2227 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高1

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

4 京    都 2636 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 中3
ｷｮｳﾄ 2638 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高1

2624 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 中3
2609 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高1

5 埼    玉 1124 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高1
ｻｲﾀﾏ 1125 斎藤　有史 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 高1

1115 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 中3
1134 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高1

6 東    京 1346 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 1320 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高1

1323 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高1
1345 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高1

7 新    潟 1727 今井　大希 ｲﾏｲ ﾀｲｷ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1719 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 中3

1726 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 高1
1740 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高1

8 兵    庫 2807 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 2831 松岡　健太 ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ 高1

2816 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高1
2806 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 中3

9 広    島 3419 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高1
ﾋﾛｼﾏ 3407 髙山　　大 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 中3

3415 湯中　隆将 ﾕﾅｶ ﾀｶﾕｷ 高1
3416 林　　秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高1

10 秋    田 508 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3
ｱｷﾀ 507 糸屋　　優 ｲﾄﾔ ﾕｳ 中3

535 高橋　尚生 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高1
527 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中3
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