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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 愛    媛 3825 東　　修二 ｱｽﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ
ｴﾋﾒ 3818 渡邊　　靖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ

3817 谷口　裕和 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ
3816 宇都宮一幸 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾕｷ

3 千    葉 1251 木原稟太郎 ｷﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
ﾁﾊﾞ 1250 小森　康弘 ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

1246 大野　智弘 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
1220 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

4 茨    城 818 梶田　耕生 ｶｼﾞﾀ ｺｳｾｲ
ｲﾊﾞﾗｷ 803 高橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

810 団野　　健 ﾀﾞﾝﾉ ﾀｹｼ
814 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

5 神 奈 川 1448 武舎　知弘 ﾑｼｬ ﾄﾓﾋﾛ
ｶﾅｶﾞﾜ 1445 東郷　英章 ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ

1407 遠藤　牧夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｵ
1428 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

6 広    島 3405 前峠　浩義 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾖｼ
ﾋﾛｼﾏ 3412 津村　栄太 ﾂﾑﾗ ｴｲﾀ

3414 佐藤　友秋 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ
3411 小嶺　英司 ｺﾐﾈ ｴｲｼﾞ

7 岐    阜 2402 糸井　　紀 ｲﾄｲ ｵｻﾑ
ｷﾞﾌ 2406 久貝　　均 ｸｶﾞｲ ﾋﾄｼ

2407 糸井　　統 ｲﾄｲ ﾊｼﾞﾒ
2401 寺井　　聡 ﾃﾗｲ ｻﾄｼ

8 長    野 1604 杉浦　直樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵｷ
ﾅｶﾞﾉ 1605 今井　俊哉 ｲﾏｲ ｼｭﾝﾔ

1601 三浦　　弘 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ
1603 徳永　　啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ

9 高    知 3922 吉川　宗孝 ﾖｼｶﾜ ﾑﾈﾀｶ
ｺｳﾁ 3905 田中　輝希 ﾀﾅｶ ﾃﾙｷ

3920 濱田　　光 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ
3921 竹本　健二 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 和 歌 山 3030 中村　裕和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ
ﾜｶﾔﾏ 3013 操本　隆紀 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

3029 高木　宏彰 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ
3028 前山　大吉 ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ

3 鳥    取 3113 南　　英治 ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ
ﾄｯﾄﾘ 3114 末次　　勝 ｽｴﾂｸﾞ ﾏｻﾙ

3116 本田　義志 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
3115 垣田　英紀 ｶｷﾀ ﾋﾃﾞｷ

4 福    岡 4046 佐々木貴士 ｻｻｷ ﾀｶｼ
ﾌｸｵｶ 4041 田場昭一郎 ﾀﾊﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

4045 塩田　英二 ｼｵﾀ ｴｲｼﾞ
4019 大野　　元 ｵｵﾉ ﾊｼﾞﾒ

5

6 東    京 1304 三井　　剛 ﾐﾂｲ ﾀｹｼ
ﾄｳｷｮｳ 1303 加賀見紀行 ｶｶﾞﾐ ﾉﾘﾕｷ

1302 宇佐見政勝 ｳｻﾐ ﾏｻｶﾂ
1301 服部　隆宏 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

7 愛    知 2218 中原　良仁 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ
ｱｲﾁ 2239 平野　　貢 ﾋﾗﾉ ﾐﾂｸﾞ

2217 千明　英之 ﾁｷﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ
2216 川庄　健一 ｶﾜｼｮｳ ｹﾝｲﾁ

8 鹿 児 島 4612 岩元　祥人 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾄ
ｶｺﾞｼﾏ 4613 中村　和寛 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

4617 前田　　明 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ
4618 福満　吉文 ﾌｸﾐﾂ ﾖｼﾌﾐ

9 宮    城 402 石田　伸彦 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ
ﾐﾔｷﾞ 401 藤田　　仁 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ

411 千葉　典史 ﾁﾊﾞ ﾉﾘﾌﾐ
410 佐藤　正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ
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