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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 長    野 1606 高野　順平 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2

ﾅｶﾞﾉ 1617 天満　　宏 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｼ
1607 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大2
1625 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ

2 新    潟 1712 山岸　威夫 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｵ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 1718 佐藤　茂則 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ

1710 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 大4
1707 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 大1

3 千    葉 1248 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 大1
ﾁﾊﾞ 1242 成澤　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 大2

1249 鈴木秀太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 大3
1234 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 大2

4 京    都 2610 高橋　　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大1
ｷｮｳﾄ 2631 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 大2

2607 橋爪　忠久 ﾊｼｽﾞﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ 大4
2632 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大2

5 大    阪 2737 園田　直哉 ｿﾉﾀﾞ ﾅｵﾔ 大4
ｵｵｻｶ 2749 山口　嘉久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 大4

2748 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 大2
2738 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大3

6 愛    知 2236 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
ｱｲﾁ 2240 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 大3

2250 澤村　栄治 ｻﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ 大4
2212 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ

7 東    京 1305 若林　　瑞 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 大4
ﾄｳｷｮｳ 1314 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 大4

1310 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 大2
1313 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大2

8 福    岡 4039 森　　孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大2
ﾌｸｵｶ 4037 中山　祐介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 大3

4032 浅野　晃平 ｱｻﾉ ｺｳﾍｲ 大4
4034 友納　　健 ﾄﾓﾉｳ ｹﾝ 大2

9 静    岡 2143 澤口　大祐 ｻﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 大2
ｼｽﾞｵｶ 2148 薮崎　和貴 ﾔﾌﾞｻｷ ｶｽﾞｷ 大2

2142 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大2
2141 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大2

10 香    川 3623 塩﨑　健太 ｼｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 大2
ｶｶﾞﾜ 3622 塩田　大貴 ｼｵﾀ ﾋﾛｷ 大1

3626 岡本　晃治 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 大4
3627 西川　隼矢 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
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2組
1 愛    媛 3821 梶川　　悟 ｶｼﾞｶﾜ ｻﾄﾙ 大4

ｴﾋﾒ 3822 重松　正輝 ｼｹﾞﾏﾂ ﾏｻﾃﾙ 大1
3820 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 大4
3819 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 大4

2 岡    山 3329 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1
ｵｶﾔﾏ 3326 福島　宏明 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｱｷ

3327 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大1
3330 三木　　浩 ﾐｷ ﾋﾛｼ 大1

3 鹿 児 島 4614 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大3
ｶｺﾞｼﾏ 4615 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 大3

4619 武田　紘平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大1
4616 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大2

4 山    形 640 渡邉　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 大3
ﾔﾏｶﾞﾀ 641 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 大3

639 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 大2
637 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 大3

5 神 奈 川 1438 大塚　雅夢 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾑ
ｶﾅｶﾞﾜ 1418 今村　元気 ｲﾏﾑﾗ ｹﾞﾝｷ

1416 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ
1413 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大1

6 埼    玉 1104 北田健太郎 ｷﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
ｻｲﾀﾏ 1105 木村　太輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1109 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 大4
1102 奥野　智裕 ｵｸﾉ ﾄﾓﾋﾛ

7 兵    庫 2844 出崎　善久 ﾃﾞｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2842 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 大2

2848 三辻大四郎 ﾐﾂｼﾞ ﾀﾞｲｼﾛｳ 大4
2843 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 大4

8 宮    城 449 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大2
ﾐﾔｷﾞ 414 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 大1

445 青木　　健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 大2
413 木村　　翼 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 大3

9 群    馬 1036 月田　康之 ﾂｷﾀ ﾔｽﾕｷ 大3
ｸﾞﾝﾏ 1031 清水　岳人 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ 大3

1016 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 大1
1002 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ

10 和 歌 山 3020 木村　峻大 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 大3
ﾜｶﾔﾏ 3017 山本喜一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ 大4

3018 川嶋　崇司 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 大2
3015 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大2
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