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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 山    梨 1521 山村梢次郎 ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 大4

ﾔﾏﾅｼ 1522 山﨑　崇裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大1
1523 小野　翔平 ｵﾉ ｼｮｳﾍｲ 大1
1524 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 大3

2 福    岡 4038 星野　太佑 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾌｸｵｶ 4039 森　　孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大2

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

3 静    岡 2137 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 2140 小野田正彦 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大1

2141 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大2
2138 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ

4 福    島 718 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大2
ﾌｸｼﾏ 720 井上大二郎 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 大2

721 菊地隆一郎 ｷｸﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大4
722 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 大3

5 大    阪 2747 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 大2
ｵｵｻｶ 2739 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 大4

2746 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大1
2738 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大3

6 神 奈 川 1413 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大1
ｶﾅｶﾞﾜ 1439 中西　一生 ﾅｶﾆｼ ｲｯｾｲ

1416 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ
1401 伊藤　俊介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

7 新    潟 1709 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 1708 早川　知寛 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大4

1711 田中　博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 大4
1707 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 大1

8 石    川 1915 小﨑　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大1
ｲｼｶﾜ 1921 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大2

1925 堀川　卓志 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 大4
1923 浜上　洋平 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 大2

9 愛    知 2212 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ
ｱｲﾁ 2249 小林　克文 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾌﾐ 大1

2241 長谷川育巳 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸﾐ 大2
2247 鬼頭　功一 ｷﾄｳ ｺｳｲﾁ 大4
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2組
1 富    山 1806 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 大4

ﾄﾔﾏ 1804 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 大3
1805 細川　創志 ﾎｿｶﾜ ｿｳｼ 大1
1802 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大1

2 岡    山 3327 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大1
ｵｶﾔﾏ 3325 和気　利治 ﾜｹ ﾄｼﾊﾙ

3329 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1
3330 三木　　浩 ﾐｷ ﾋﾛｼ 大1

3 兵    庫 2839 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾋｮｳｺﾞ 2837 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大1

2846 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 大2
2843 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 大4

4 埼    玉 1111 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ｻｲﾀﾏ 1113 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大1

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

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

2602 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 大3
2630 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 大4

6 東    京 1316 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 大2
ﾄｳｷｮｳ 1305 若林　　瑞 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 大4

1313 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大2
1315 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大1

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 809 原　　三裕 ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ

807 佐々木　俊 ｻｻｷ ｽｸﾞﾙ 大3
806 井上優一郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4

8 宮    城 449 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大2
ﾐﾔｷﾞ 413 木村　　翼 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 大3

403 高橋　正繁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼｹﾞ 大2
407 畑中　恒輝 ﾊﾀﾅｶ ｺｳｷ

9 千    葉 1234 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 大2
ﾁﾊﾞ 1247 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 大2

1248 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 大1
1240 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大1

10 山    形 637 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 大3
ﾔﾏｶﾞﾀ 636 齋藤　利樹 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ

639 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 大2
638 原　康太郎 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大2
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