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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3315 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 3308 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高2

3317 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3
3312 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高3

3 埼    玉 1106 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1121 山田　大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高2

1110 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
1128 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高2

4 大    阪 2731 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2708 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

2715 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3
2726 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

5 京    都 2639 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 2641 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高3

2626 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2
2601 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2

6 兵    庫 2807 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2814 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高2

2816 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高3
2831 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高2

7 香    川 3608 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 3612 石川　篤希 ｲｼｶﾜ ｱﾂｷ 高2

3609 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3
3603 植田　孝之 ｳｴﾀ ﾀｶﾕｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 岐    阜 2414 大木　悠史 ｵｵｷ ﾕｳｼﾞ 高3

ｷﾞﾌ 高校 2413 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3
2409 永井　大地 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 高3
2419 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高2

2 石    川 1906 大栄　優人 ｵｵｴ ﾏｻﾄ 高2
ｲｼｶﾜ 高校 1910 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 高3

1913 森　　勇輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高3
1901 飯田　意己 ｲｲﾀﾞ ﾖｼｷ 高2

3 新    潟 1714 関谷　和明 ｾｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1720 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高2

1701 野沢　拓矢 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 高2
1709 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

4 東    京 1302 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 1317 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2

1322 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3
1304 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高3

5 広    島 3411 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高3
ﾋﾛｼﾏ 高校 3416 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高3

3403 瀬田　寛人 ｾﾀ ﾋﾛﾄ 高3
3404 林　　秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高3

6 茨    城 822 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 805 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ 高3

802 日原　悠吾 ﾋﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 高3
806 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高2

7 奈    良 棄権
ﾅﾗ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 沖    縄 4701 山元　孔暁 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 高2

ｵｷﾅﾜ 高校 4708 岩﨑　翔平 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高2
4705 大嶺秀太郎 ｵｵﾐﾈ ｼｭｳﾀﾛｳ 高2
4706 仲本　恭悠 ﾅｶﾓﾄ ﾁｶﾋﾛ 高3

2 熊    本 4304 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高3
ｸﾏﾓﾄ 高校 4306 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

4305 大賀　貴嗣 ｵｵｶﾞ ﾀｶﾂｸﾞ 高2
4303 松本　祐真 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 高1

3 北 海 道 103 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 108 山川　大地 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 高2

104 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高3
102 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高3

4 神 奈 川 1414 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1413 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高2

1418 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高3
1412 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3

5 千    葉 1221 山田　健夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｵ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1202 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高3

1210 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高3
1209 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2

6 愛    知 2211 伊藤　忠治 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 高1
ｱｲﾁ 高校 2227 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高2

2233 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高3
2222 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

7 長    野 1603 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 1604 田中　耕平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 高2

1610 中平　直樹 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾅｵｷ 高3
1609 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高3
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