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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 金沢大 845 南　　啓介 ﾐﾅﾐ ｹｲｽｹ 大2
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 847 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大4

842 武田　　怜 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄﾙ 大1
844 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大3

3 熊本学園大 1243 天野　克弘 ｱﾏﾉ ｶﾂﾋﾛ 大1
ｸﾏﾓﾄｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ 1240 久磨　一範 ｸﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大3

1241 山本　祐輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大2
1237 永田　和人 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 大2

4 福井工業大 852 玉木　史弥 ﾀﾏｷ ﾌﾐﾔ 大3
ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ 854 岡田　怜奈 ｵｶﾀﾞ ﾚｲﾅ 大1

855 山下伸太朗 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 大1
856 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 大1

5 東洋大 441 武田　敏生 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｷ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 419 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 大1

428 深沢　　篤 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 大2
439 冨山　裕治 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 大3

6 九州産業大 1234 梅田　　翔 ｳﾒﾀﾞ ｼｮｳ 大2
ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳ 1225 原　　一希 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大2

1236 林　　啓介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大1
1233 田淵　稚崇 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 大4
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8
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2組
1 関西学院大 962 藤井　和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 大4

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 958 赤澤　寛幸 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大2
940 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 大1
967 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 大2

2 千葉商科大 406 西内　和樹 ﾆｼｳﾁ ｶｽﾞｷ 大1
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 412 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 大3

409 渡部　聡一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ 大3
399 稲葉　昌大 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大4

3 愛知学院大 762 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大4
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 773 山田　昌亮 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大3

753 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 大4
763 河村　崇之 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 大4

4 京都大 1110 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 1112 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 大3

1111 西山　　志 ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 大4
1114 金光　良祐 ｶﾈﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ 大2

5 一橋大 287 松下　祐生 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 大4
ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾀﾞｲ 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
293 中村　宏助 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 大4

6 東北福祉大 686 大和　雅之 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾕｷ 大4
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 689 畠山　　亘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜﾀﾙ 大4

691 齋藤　良太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大1
682 安藤　大悟 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 大3

7 順天堂大 641 鈴木　　潤 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 616 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 大3

632 田中　智樹 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 大3
623 山上　勝士 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶﾂｼ 大4

8 岡山大 1143 宮嶋　克彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1162 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大3

1142 貝ヶ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 大1
1148 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2
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3組
1 拓殖大 254 渡邉　裕貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 大3

ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 236 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 大1
256 木村　文則 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾉﾘ 大1
235 井土　清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 大1

2 福岡大 1173 井元　貴規 ｲﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1174 園中　良次 ｿﾉﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 大3

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

3 筑波大 327 坂本　邦彦 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 339 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 大3

333 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 大1
341 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大3

4 早稲田大 472 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 455 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 大2

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

5 明治大 314 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 大1
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 306 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 大1

313 中川　　覚 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 大2
302 江部　聡一 ｴﾍﾞ ｿｳｲﾁ 大2

6 中京大 822 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 788 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大3

790 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 大3
821 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大4

7 甲南大 996 前野　拓也 ﾏｴﾉ ﾀｸﾔ 大3
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 995 磯辺　修平 ｲｿﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 大4

997 水木　康介 ﾐｽﾞｷ ｺｳｽｹ 大2
998 前野　遼二 ﾏｴﾉ ﾘｮｳｼﾞ 大1

8 国士舘大 232 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 大4
ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 209 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 大1

223 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 大1
233 矢代　雄太 ﾔｼﾛ ﾕｳﾀ 大4
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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

ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 173 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 大4
172 菊池　綾介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 大3
171 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 大1

2 神奈川大 393 畠山　　歩 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 379 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大1

391 内山　和也 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大1
387 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 大2

3 東海大 557 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 576 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 大2

554 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 大4
579 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大3

4 日本大 497 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 533 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 大3

521 村崎　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ 大3
514 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大4

5 国際武道大 660 松本　信吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 大3
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 645 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大2

673 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 大1
647 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 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

1018 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 大2
1007 高橋　　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大3

7 大阪教育大 910 谷川　哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大4
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 913 松永　義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 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

8 立教大 258 伊奈　慶太 ｲﾅ ｹｲﾀ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 267 松尾　達也 ﾏﾂｵ ﾀﾂﾔ 大4

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
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5組
1 大阪体育大 872 杉井　高志 ｽｷﾞｲ ﾀｶｼ 大4

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 886 山口　彰人 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾄ 大3
875 藤原　洋平 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾍｲ 大3
902 元山　俊輔 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 大1

2 立命館大 1124 前田　有哉 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 大4
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1121 若宮　裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 大1

1123 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大1
1118 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 大2

3 日本体育大 132 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大4
ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 94 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 大3

99 仁木　康浩 ﾆｷ ﾔｽﾋﾛ 大2
124 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 大2

4 法政大 8 吉井　敬博 ﾖｼｲ ﾀｶﾋﾛ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 31 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大4

35 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 大1
28 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大3

5 中央大 64 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 50 小島涼太郎 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大1

43 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 大1
57 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大1

6 同志社大 1042 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 1043 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 大4

1057 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 大1
1040 白井　智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ 大3

7 天理大 1061 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1073 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 大1

1089 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大4
1081 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 大3

8 関西大 1099 中山　　彰 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1100 北田　真規 ｷﾀﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 大2

1109 下田　　毅 ｼﾓﾀﾞ ﾀｹｼ 大3
1094 樺田　卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 大4
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