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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 三    重 2307 山口幸一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 高1

ﾐｴ 2308 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 高1
2317 竹下　祥平 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 中3
2304 北村　　周 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳ 高1

2 新    潟 1725 大竹　貴也 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾔ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 1729 須貝　　龍 ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 中3

1717 石見　和也 ｲﾜﾐ ｶｽﾞﾔ 高1
1713 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 高1

3 鹿 児 島 4615 中村　数馬 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 中学 4611 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 中3

4614 宮城　竜介 ﾐﾔﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｽ 中3
4608 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

4 埼    玉 1119 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 高1
ｻｲﾀﾏ 1134 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 中3

1142 笠井　一樹 ｶｻｲ ｶｽﾞｷ 中3
1133 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 中3

5 兵    庫 2829 片山祥太朗 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 2832 平谷　　源 ﾋﾗﾀﾆ ｹﾞﾝ 高1

2834 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中3
2826 水田宗一郎 ﾐｽﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 高1

6 静    岡 2104 佐藤真一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2125 美濃部行弘 ﾐﾉﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 中3

2117 永田　　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 高1
2111 鈴木　詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 高1

7 岡    山 3314 日高　倖一 ﾋﾀﾞｶ ｺｳｲﾁ 高1
ｵｶﾔﾏ 3320 音森　一輝 ｵﾄﾓﾘ ｶｽﾞｷ 高1

3303 佐藤　　賢 ｻﾄｳ ｹﾝ 中3
3306 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
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2組
1 大    分 4422 直田　大司 ｽｸﾞﾀ ﾀﾞｲｼ 中3

ｵｵｲﾀ 4421 広瀬　貴之 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 中3
4412 山﨑　雄太 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ 高1
4407 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高1

2 青    森 206 小田桐勇人 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 高1
ｱｵﾓﾘ 202 工藤　由樹 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1

205 三上　大和 ﾐｶﾐ ﾔﾏﾄ 中3
207 斉藤　広弥 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 中3

3 愛    知 2224 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1
ｱｲﾁ 高校 2234 山本　一輝 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｷ 高1

2221 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 高1
2226 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1

4 神 奈 川 1403 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1429 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 中3

1419 宇津木翔平 ｳﾂｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 高1
1427 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3

5 大    阪 2713 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高1
ｵｵｻｶ 高校 2703 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 高1

2720 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1
2724 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1

6 千    葉 1212 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 高1
ﾁﾊﾞ 1220 大和田卓爾 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 高1

1229 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中3
1208 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

7 熊    本 4311 桑鶴　雄平 ｸﾜﾂﾞﾙ ﾕｳﾍｲ 中3
ｸﾏﾓﾄ 4307 山口　朝矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｮｳﾔ 高1

4310 福島竜太朗 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中3
4308 宮本　淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中3
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学校

3組
1 山    口 3514 山根　佳祐 ﾔﾏﾈ ｹｲｽｹ 中3

ﾔﾏｸﾞﾁ 3509 林　　純平 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1
3515 中村　夏希 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 中3
3502 中村　　豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 高1

2 山    形 624 山本　和幸 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ 621 寒河江勇介 ｻｶﾞｴ ﾕｳｽｹ 高1

609 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
611 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

3 京    都 2615 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 中3
ｷｮｳﾄ 2607 吉田　優輝 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 高1

2611 五十棲亮平 ｲｿﾂﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 高1
2621 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1

4 東    京 1324 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1320 﨑村　　亘 ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1

1310 佐野　公英 ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ 高1
1341 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3

5 北 海 道 101 原　　祐太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 109 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 中3

106 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 高1
107 藤川京太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 高1

6 宮    城 418 日下　陽介 ｸｻｶ ﾖｳｽｹ 高1
ﾐﾔｷﾞ 429 畑中　隆輔 ﾊﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ 中3

408 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 高1
417 大森　翔太 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1

7 秋    田 510 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1
ｱｷﾀ 518 高橋浩太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3

513 山科　翔平 ﾔﾏｼﾅ ｼﾖｳﾍｲ 高1
509 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1

8 和 歌 山 3019 中村　知繁 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｼｹﾞ 高1
ﾜｶﾔﾏ 3005 松島　圭佑 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｽｹ 高1

3003 坂口　良太 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 高1
3021 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 中3
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