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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 高    知 3901 堤　　知之 ﾂﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ
ｺｳﾁ 3910 楠瀬　三邦 ｸｽﾉｾ ﾐｸﾆ 高2

3921 竹本　健二 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
3902 岡林　大地 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 中3

3 愛    知 棄権
ｱｲﾁ

4 兵    庫 2832 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 2836 三枝　正平 ﾐｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

2817 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高1
2839 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4

5 京    都 2632 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大2
ｷｮｳﾄ 2624 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 中3

2617 山川　一彦 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ
2601 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 高2

6 神 奈 川 1439 中西　一生 ﾅｶﾆｼ ｲｯｾｲ
ｶﾅｶﾞﾜ 1410 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 高3

1436 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高1
1428 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

7 滋    賀 2509 北野　　充 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ
ｼｶﾞ 2508 和智　道生 ﾜﾁ ﾐﾁｵ 高1

2512 前田　博信 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 大3
2504 桑本　貴隆 ｸﾜﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 高2

8 宮    崎 4501 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大2
ﾐﾔｻﾞｷ 4503 高倉　玄太 ﾀｶｸﾗ ｹﾞﾝﾀ

4516 中川　教生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘｵ 高3
4514 節政　健一 ｾﾂﾏｻ ｹﾝｲﾁ 高1
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2組
1

2 青    森 222 工藤　祐太 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 大1
ｱｵﾓﾘ 209 鈴木　拓也 ｽｽﾞｷ  ﾀｸﾔ 高3

218 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 中3
216 本間　智樹 ﾎﾝﾏ  ﾄﾓｷ

3 宮    城 413 木村　　翼 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 大3
ﾐﾔｷﾞ 434 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高1

433 湯村健太郎 ﾕﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
410 佐藤　正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

4 福    岡 4038 星野　太佑 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾌｸｵｶ 4019 大野　　元 ｵｵﾉ ﾊｼﾞﾒ

4023 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高1
4026 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 高3

5 大    阪 2717 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2
ｵｵｻｶ 2736 森本　　一 ﾓﾘﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

2715 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1
2739 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 大4

6 新    潟 1709 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 1706 青木　克浩 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾛ

1723 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高1
1738 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 高3

7 茨　　城 827 平松幸一郎 ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 824 大須賀史也 ｵｵｽｶﾞ ﾌﾐﾔ 高3

808 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 中3
814 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

8 岩    手 302 堀川　陽功 ﾎﾘｶﾜ ﾖｳｺｳ 高3
ｲﾜﾃ 313 藤野　哲平 ﾌｼﾞﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 大1

312 佐藤　光義 ｻﾄｳ ﾐﾂﾖｼ
321 藤川　尚弥 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ 高1
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3組
1

2 秋    田 516 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高2
ｱｷﾀ 530 近藤　啓太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ

532 杉山　　裕 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾀｶ
508 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

3 千    葉 1234 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 大2
ﾁﾊﾞ 1219 永田　貴大 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 高3

1211 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高1
1220 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

4 長    野 1612 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 中3
ﾅｶﾞﾉ 1620 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高3

1625 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ
1604 杉浦　直樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵｷ

5 東    京 1345 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1301 服部　隆宏 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

1349 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3
1315 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大1

6 埼    玉 1111 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ｻｲﾀﾏ 1115 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 中3

1101 中村　正明 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ
1140 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

7 岡    山 3324 橋本　貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ
ｵｶﾔﾏ 3310 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高1

3307 藤田　晃平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高3
3327 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大1

8 静    岡 2138 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ
ｼｽﾞｵｶ 2110 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3

2136 中谷　弘幸 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
2104 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高1
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