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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 631 冨貴　健進 ﾌｳｷ ﾄｼﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 194 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高2
3 628 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 26 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 高1
5 607 阪倉　庸介 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 639 戸田　勇輔 ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
7 603 江藤　将太 ｴﾄｳ ｼｮｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8

2組
1 615 草薙　健太 ｸｻﾅｷﾞ ｹﾝﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
2 403 船山　創史 ﾌﾅﾔﾏ ｿｳｼ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 385 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 鹿児島実業 ｶｼﾞﾂ 高2
4 395 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
5 415 岩立　将史 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 711 鎌田　陽介 ｶﾏﾀ ﾖｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
7 14 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 高2
8 608 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3

3組
1 659 岡　　佑一 ｵｶ ﾕｳｲﾁ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
2 203 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ コナミ天王町 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 高3
3 96 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大1
4 378 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 九州学院高校 ｷｭｳｶﾞｸｺｳ 高2
5 93 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大3
6 430 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 530 岡野　良祐 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8 721 村崎　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2

4組
1 443 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 261 高山　裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 中京清泳会 ｾｲｴｲｶｲ
3 709 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 612 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 424 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 244 荒瀬　洋太 ｱﾗｾ ﾖｳﾀ 富山パレス ﾄﾔﾏﾊﾟﾚｽ
7 95 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大3
8 103 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大2
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