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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 東洋大 431 中澤　　翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 大3

ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 441 武田　敏生 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｷ 大2
437 畑　　卓人 ﾊﾀ ﾀｸﾄ 大1
419 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 大1

2 熊本学園大 1240 久磨　一範 ｸﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大3
ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 1237 永田　和人 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 大2

1239 岩崎　将典 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 大4
1243 天野　克弘 ｱﾏﾉ ｶﾂﾋﾛ 大1

3 岡山大 1159 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1148 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2

1162 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大3
1143 宮嶋　克彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 大4

4 順天堂大 641 鈴木　　潤 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 632 田中　智樹 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 大3

615 宇都宮健太 ｳﾂﾉﾐﾔ ｹﾝﾀ 大3
616 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 大3

5 関西学院大 962 藤井　和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 966 脇坂　勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 大3

967 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 大2
943 桑本　貴隆 ｸﾜﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 大1

6 金沢大 842 武田　　怜 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄﾙ 大1
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 843 五十嵐聖史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 大2

844 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大3
847 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大4

7 九州産業大 1234 梅田　　翔 ｳﾒﾀﾞ ｼｮｳ 大2
ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲ 1233 田淵　稚崇 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 大4

1226 高城　充伸 ﾀｷ ｱﾂﾉﾌﾞ 大1
1225 原　　一希 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大2

8 福井工業大 852 玉木　史弥 ﾀﾏｷ ﾌﾐﾔ 大3
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 856 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 大1

855 山下伸太朗 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 大1
851 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 大1
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2組
1 大阪体育大 881 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大4

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 870 早川　英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 大4
890 上野山　優 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳ 大2
888 大和　敬侍 ﾔﾏﾄ ｹｲｼﾞ 大3

2 専修大 369 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 368 内糸　卓也 ｳﾁｲﾄ ﾀｸﾔ 大2

370 町田　　洵 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 大1
365 細川　　真 ﾎｿｶﾜ ｼﾝ 大1

3 愛知学院大 762 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大4
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 771 岩瀬　大樹 ｲﾜｾ ﾀﾞｲｼﾞｭ 大2

761 間瀬　直樹 ﾏｾ ﾅｵｷ 大4
768 朝日　恵太 ｱｻﾋ ｹｲﾀ 大2

4 関西大 1094 樺田　卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1091 六車　　亘 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾜﾀﾙ 大4

1099 中山　　彰 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 大2
1109 下田　　毅 ｼﾓﾀﾞ ﾀｹｼ 大3

5 大阪教育大 913 松永　義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 910 谷川　哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大4

920 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大3
905 岩田　　怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大4

6 東北福祉大 691 齋藤　良太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 689 畠山　　亘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜﾀﾙ 大4

684 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕｳ 大3
686 大和　雅之 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾕｷ 大4

7 千葉商科大 409 渡部　聡一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ 大3
ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 412 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 大3

399 稲葉　昌大 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大4
406 西内　和樹 ﾆｼｳﾁ ｶｽﾞｷ 大1

8 拓殖大 241 佐々木慎介 ｻｻｷ ｼﾝｽｹ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 235 井土　清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 大1

252 田中　　海 ﾀﾅｶ ｶｲ 大1
250 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大3
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3組
1 一橋大 287 松下　祐生 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 大4

ﾋﾄﾂﾊﾞｼ 290 神野　洋行 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 大2
289 真保　大起 ｼﾝﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 大2
294 田中　篤司 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 大1

2 上智大 153 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 大2
ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 154 高橋　亮介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 大3

161 服部　祐司 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｼﾞ 大3
159 中越　恭平 ﾅｶｺﾞｴ ｷｮｳﾍｲ 大4

3 中京大 821 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 820 箕成　貴之 ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 大1

783 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 大1
807 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 大3

4 中央大 63 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 54 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大3

58 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 大2
57 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大1

5 筑波大 341 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 325 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 大3

329 小崎　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3
345 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 大1

6 日本体育大 132 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 126 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 大1

94 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 大3
117 那須　翔太 ﾅｽ ｼｮｳﾀ 大3

7 同志社大 1042 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 1046 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大4

1043 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 大4
1040 白井　智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ 大3

8 仙台大 589 下村　啓太 ｼﾓﾑﾗ ｹｲﾀ 大3
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 591 佐藤　雄亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 大3

596 大山　　亮 ｵｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 大3
598 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大1
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4組
1 慶應義塾大 170 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大4

ｹｲｵｳﾀﾞｲ 168 永田　貴大 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 大2
183 八木　　亮 ﾔｷﾞ ｱｷﾗ 大4
180 竹下　大地 ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 大4

2 国際武道大 665 杉山　謙心 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 大3
ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 660 松本　信吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 大3

664 須田　　暁 ｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 大3
666 青木　圭祐 ｱｵｷ ｹｲｽｹ 大1

3 東海大 579 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 554 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 大4

536 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 大1
557 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 大3

4 早稲田大 457 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 483 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大3

488 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大3
489 藤野　哲平 ﾌｼﾞﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 大3

5 法政大 28 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 17 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 大4

8 吉井　敬博 ﾖｼｲ ﾀｶﾋﾛ 大3
35 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 大1

6 立教大 267 松尾　達也 ﾏﾂｵ ﾀﾂﾔ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 273 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 大4

284 鈴木　慎平 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 大4
260 及川　天徳 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 大3

7 山梨学院大 703 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 695 遠藤　直斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 大3

706 小野　翔平 ｵﾉ ｼｮｳﾍｲ 大3
705 山﨑　崇裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大3

8 立命館大 1116 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 大1
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 1118 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 大2

1124 前田　有哉 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 大4
1119 三田地雄太 ﾐﾀﾁ ﾕｳﾀ 大3
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5組
1 福岡大 1177 岡本　　徹 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 大4

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1196 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大2
1178 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 大3
1218 鷲塚　泰明 ﾜｼﾂﾞｶ ﾔｽｱｷ 大4

2 神奈川大 391 内山　和也 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 379 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大1

381 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 大2
373 岡﨑　　潤 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大2

3 京都大 1111 西山　　志 ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 1110 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 大4

1114 金光　良祐 ｶﾈﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ 大2
1112 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 大3

4 日本大 509 山根　龍一 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｲﾁ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 510 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 大1

516 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 大1
507 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 大2

5 明治大 317 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 304 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 大4

311 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 大1
306 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 大1

6 近畿大 1028 川下　淳太 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾀ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 1008 茶木　将亘 ﾁｬｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 大3

1007 高橋　　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大3
1016 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 大2

7 国士舘大 231 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 大3
ｺｸｼｶﾝ 222 西本　哲也 ﾆｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 大1

224 斉藤　唯志 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 大1
232 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 大4

8 天理大 1061 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1082 村上　寛幸 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 大3

1062 一丸　将太 ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳﾀ 大4
1081 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 大3
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