
平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 北見柏陽 36 末吉　直矢 ｽｴﾖｼ ﾅｵﾔ 高3

ｷﾀﾐﾊｸﾖｳ 高校 39 水戸　隆裕 ﾐﾄ ﾀｶﾋﾛ 高2
38 渡邉　利真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾏｻ 高2
37 水野　一輝 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 高1

2 高知小津 1608 楠瀬　三邦 ｸｽﾉｾ ﾐｸﾆ 高3
ｺｳﾁｵｽﾞ 高校 1605 原　　龍徳 ﾊﾗ ﾀﾂﾉﾘ 高3

1606 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高2
1607 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 高2

3 日大櫻丘 550 押田　浩司 ｵｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｻｸﾗ 高校 554 栁原　宣彦 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 高2

549 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高2
551 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高3

4 安積 190 近藤　貴将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 高3
ｱｻｶ 高校 191 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2

189 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高3
194 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3

5 名古屋 1010 名倉  和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3
ﾅｺﾞﾔ 高校 1007 山口  恒央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾈﾋｻ 高3

1008 磯部  泰行 ｲｿﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 高3
1017 筒井  和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 高1

6 宇和島東 1635 松下　昂介 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｽｹ 高2
ｳﾜｼﾏﾋｶﾞｼ 高校 1634 沖　　良彦 ｵｷ ﾖｼﾋｺ 高3

1637 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高3
1636 深田　義郎 ﾌｶﾀ ﾖｼﾛｳ 高2

7 立命館慶祥 5 業天　一生 ｷﾞｮｳﾃﾝ ｲｯｾｲ 高2
ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 高校 3 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高3

6 老松　　渉 ｵｲﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高2
4 渡邊　忠史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 三田学園 1399 河村  拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3

ｻﾝﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1444 竹内  悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2
1445 西川    潤 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
1446 西村  友佑 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高2

2 大分雄城台 1706 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉﾀﾞｲ 高校 1705 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高3

1708 佐藤　優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3
1707 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高3

3 初芝 1283 長野  将隆 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 高2
ﾊﾂｼﾊﾞ 高校 1434 西川  達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

1285 山崎  亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高2
1284 花房    武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高1

4 東福岡 1805 酒井　秀信 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 高3
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1806 高城　充伸 ﾀｷ ｱﾂﾉﾌﾞ 高3

1812 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 高1
1808 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高3

5 帝京大学可児 1119 足立  悠哉 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｶﾆ 高校 1121 小西  一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高1

1118 山本  一輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾃﾙ 高2
1120 渡邉  良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高1

6 山形中央 159 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 高校 160 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ｻﾊﾞｻ 高1

156 遠藤　史哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ 高3
162 松田　和己 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高2

7 関西 1535 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2
ｶﾝｾﾞｲ 高校 1538 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高3

1537 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
1532 山村　和久 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 高1

8 浜松北 966 渡邊    諭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 高1
ﾊﾏｷﾀ 高校 962 十亀  祐典 ｿｶﾞﾒ ﾕｳｽｹ 高3

965 小山  哲迪 ｺﾔﾏ ﾉﾘﾐﾁ 高1
964 斎藤  伸茂 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 秋田商業 116 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1

ｱｷｼｮｳ 高校 114 堀岡　寛史 ﾎﾘｵｶ ﾋﾛｼ 高2
115 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
113 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3

2 中京大中京 1024 舘    祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高2
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 1020 高瀬  雅和 ﾀｶｾ ﾏｻｶｽﾞ 高3

1022 鴛渕  将臣 ｵｼﾌﾞﾁ ﾏｻｵﾐ 高3
1025 村上    翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 高1

3 作新学院 269 斎藤　　翔 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾙ 高3
ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 高校 274 平山　　新 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾗﾀ 高1

267 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 高1
268 関谷　直樹 ｾｷﾔ ﾅｵｷ 高3

4 日大藤沢 636 菊田　　力 ｷｸﾀ ﾂﾄﾑ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 637 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高3

645 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高1
647 野村　勇太 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 高3

5 鹿児島実業 1718 初瀬　有志 ﾊｯｾ ﾕｳｼ 高2
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1721 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高2

1719 柳鶴　教皇 ﾔﾅｷﾞﾂﾞﾙ ｷｮｳｺ 高2
1720 寺園　翔平 ﾃﾗｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2

6 北陽 1286 四宮  礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高2
ﾎｸﾖｳ 高校 1287 玉木  壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高1

1289 吉本  剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高3
1437 上田  一布 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 高2

7 東海大浦安 431 吉野　雅之 ﾖｼﾉ ﾏｻﾕｷ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 427 内山　皓太 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀ 高2

425 渡辺　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高3
424 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3

8 山梨学院 698 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 701 落合　航太 ｵﾁｱｲ ｺｳﾀ 高3

696 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高3
693 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 鶴岡工業 152 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高1

ﾂﾙｺｳ 高校 151 本間　昂光 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾐﾂ 高1
144 工藤　憂大 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高3
147 太田　悠貴 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 高2

2 尚志学園 9 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高3
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 15 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高2

16 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高2
12 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高2

3 愛工大名電 1049 山根  龍一 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｲﾁ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 1051 鬼頭    広 ｷﾄｳ ﾋﾛｼ 高2

1048 千村  亮太 ﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3
1050 下村    章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高2

4 盛岡南 133 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高3
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 131 藤川　尚弥 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ 高2

129 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高2
126 袴田　五月 ﾊｶﾏﾀﾞ ｻﾂｷ 高1

5 法政二 631 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 632 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3

625 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高2
624 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高3

6 多度津工業 1670 藏﨑　　祥 ｸﾗｻｷ  ｼｮｳ 高3
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞ 高校 1649 松本　直也 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 高3

1652 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
1650 塩崎　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

7 高崎商業 293 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高1
ﾀｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 297 白井　　秀 ｼﾛｲ ｽｸﾞﾙ 高2

703 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3
294 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3

8 洛南 1211 三宅  英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1
ﾗｸﾅﾝ 高校 1209 木村  晋伍 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高3

1208 重田  真宏 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 高3
1210 中尾  匡利 ﾅｶｵ ﾏｻﾉﾘ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 九産大付九州 1815 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高2

ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲｷｭｳｼｭｳ 高校 1840 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 高1
1822 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 高1
1814 稲垣　　賢 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾙ 高3

2 市川 1365 近藤  真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 1368 田中  健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高1

1366 桜井  佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高1
1370 西田    新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高2

3 市立沼田 1566 椙本　涼太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 高2
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 1568 中本　宗志 ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ 高1

1567 前峠　寛和 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高3
1565 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高2

4 旭丘 1044 片浦  聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高2
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 1041 山田  大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高2

1038 笠原  大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
1045 岩田  康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高2

5 駒場 453 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
ｺﾏﾊﾞ 高校 457 鶴園　淳樹 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 高3

454 三輪　雄大 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
459 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

6 東京成徳大高 479 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 高3
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 高校 483 杉本　　巧 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 高3

485 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3
488 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 高3

7 武南 370 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高3
ﾌﾞﾅﾝ 高校 367 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 高1

378 星野　太一 ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 高1
368 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1

8 美作 1525 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高2
ﾐﾏｻｶ 高校 1529 辺本　桂介 ﾅﾍﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 高3

1524 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高2
1527 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 長岡大手 794 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1

ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 788 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高2
789 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高1
799 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2

2 八王子 513 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 506 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高2

504 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高2
508 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高2

3 桐光学園 666 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高2
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高校 661 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3

663 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2
667 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高2

4 豊川 1074 柳    雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 1059 松尾  直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高3

1064 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高2
1076 北村    渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1

5 日大豊山 534 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 543 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高2

539 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高1
537 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3

6 飛龍 919 廻立  直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 923 井土  清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 高3

924 有賀  大樹 ｱﾘｶﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ 高3
927 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高2

7 日本文理 815 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 811 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3

809 加藤　隆三 ｶﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 高3
812 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2

8 大体大浪商 1272 藤岡  雄二 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ 高1
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ 高校 1273 松尾    優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高3

1271 冨貴  健太 ﾌｳｷ ｹﾝﾀ 高3
1429 松本  卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 高1
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:28.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 日大三島 905 手老  大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 902 渡辺  裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 高3
907 岡村  賢人 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 高2
906 橋詰  直毅 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵｷ 高2

2 日大高 592 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 689 乙幡　夏輝 ｵﾂﾊﾀ ﾅﾂｷ 高1

604 猪狩　良和 ｲｶﾞﾘ ﾖｼｶｽﾞ 高3
593 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高3

3 湘南工大附 577 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 586 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高2

585 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高3
584 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高3

4 市立船橋 404 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 409 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高1

414 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高1
405 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高2

5 報徳学園 1393 関口  剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高1
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 高校 1398 山本  裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

1392 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
1391 浅野  智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

6 京都外大西 1221 武岡  辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1220 山本  哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3

1228 石井  貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高2
1223 西尾  裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3

7 市立尼崎 1352 藤本  昂大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高3
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1351 藤田  祐司 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 高3

1349 鎌倉  雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高2
1347 赤尾  拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高3

8 羽黒 211 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高2
ﾊｸﾞﾛ 高校 212 伊藤　文哉 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 高1

210 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳ 高2
209 菅原　　拓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 近畿大附 1341 町田  将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1

ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1342 松井  恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高3
1338 入江  陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
1343 山本  悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

2 九州学院 1750 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高2
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1749 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高2

1748 末廣　大喜 ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲｷ 高3
1746 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 高3

3 埼玉栄 352 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 357 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3

348 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高3
362 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高2

4 春日部共栄 324 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 306 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高2

309 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高3
316 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

5 太成学院大高 1321 本田    陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1312 伊藤  達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3

1323 山本  隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高3
1313 入谷  元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高2

6 早稲田実業 524 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ 高3
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 523 金沢　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

530 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高2
526 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高2

7 西城陽 1243 杉岡  郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1241 山田  浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2

1240 若宮  裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高3
1424 杉岡  達也 ｽｷﾞｵｶ ﾀﾂﾔ 高3

8 長野日大 829 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 高校 833 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高3

828 黒岩　健一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ 高3
834 中澤　　仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 高3
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