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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 和 歌 山 3029 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大4

ﾜｶﾔﾏ 3022 藤本　雅之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
3021 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 中3
3018 芝田　誠也 ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾔ 高3

2 長    崎 4201 和田　龍平 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 高2
ﾅｶﾞｻｷ 4213 森　　隆弘 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ

4205 中山哲之介 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾉｽｹ 高1
4214 小串　修一 ｺｸﾞｼ ｼｭｳｲﾁ

3 神 奈 川 1434 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1443 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 大2

1422 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3
1439 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

4 長    野 1609 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾅｶﾞﾉ 1612 山﨑　達也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 高1

1605 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ
1618 三浦　　弘 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ

5 埼    玉 1137 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 大1
ｻｲﾀﾏ 1130 柿沼　慎二 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 中3

1103 川端　宏治 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ
1128 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高2

6 千    葉 1236 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 大4
ﾁﾊﾞ 1210 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高3

1208 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1
1216 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

7 大    阪 2724 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1
ｵｵｻｶ 2726 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

2737 中野　智啓 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ
2741 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大3
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2組
1 大    分 4406 麻生　雄一 ｱｿｳ ﾕｳｲﾁ 高2

ｵｵｲﾀ 4424 山田　寛之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
4417 佐々木　武 ｻｻｷ ﾀｹｼ
4407 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高1

2 岐    阜 2419 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高2
ｷﾞﾌ 2402 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ

2401 末次　大介 ｽｴﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ
2420 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 高1

3 新    潟 1709 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 1742 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1743 白田　達明 ｼﾗﾀ ﾀﾂｱｷ
1713 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 高1

4 京    都 2635 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大4
ｷｮｳﾄ 2601 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2

2618 山川　一彦 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ
2611 五十棲亮平 ｲｿﾂﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 高1

5 静    岡 2119 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高2
ｼｽﾞｵｶ 2142 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大3

2103 久保田麻里勢 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ 高1
2133 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

6 愛    知 2210 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1
ｱｲﾁ 2241 川庄　健一 ｶﾜｼｮｳ ｹﾝｲﾁ

2230 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2
2209 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ

7 三    重 2316 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 中3
ﾐｴ 2323 箕成　貴之 ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 大1

2315 赤﨑　俊一 ｱｶｻｷ ｼｭﾝｲﾁ
2313 打田　貴也 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾔ 高3

8 沖    縄 4701 山元　孔暁 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 高2
ｵｷﾅﾜ 4711 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 大4

4709 下地　健太 ｼﾓｼﾞ ｹﾝﾀ 中3
4704 大城　敏裕 ｵｵｼﾛ ﾄｼﾋﾛ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 愛    媛 3804 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 高3

ｴﾋﾒ 3818 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 大1
3811 白石　茂雄 ｼﾗｲｼ ｼｹﾞｵ
3806 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 高1

2 兵    庫 2839 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
ﾋｮｳｺﾞ 2817 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高3

2813 高森　亮二 ﾀｶﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ 高1
2840 株元　大介 ｶﾌﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

3 茨    城 818 星野　太佑 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ
ｲﾊﾞﾗｷ 809 山口　敬介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 高3

812 上澤　佑貴 ｳｴｻﾜ ﾕｳｷ 中3
815 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

4 東    京 1341 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1304 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高3

1348 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2
1332 服部　隆宏 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

5 福    岡 4027 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大2
ﾌｸｵｶ 4030 隈元　孝義 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 中3

4022 大野　　元 ｵｵﾉ ﾊｼﾞﾒ
4002 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高3

6 岡    山 3327 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ
ｵｶﾔﾏ 3317 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

3330 戸田　倫弘 ﾄﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ
3306 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1

7 福    井 2006 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 高3
ﾌｸｲ 2020 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大4

2019 有田　和信 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
2016 一ツ矢亮平 ﾋﾄﾂﾔ ﾘｮｳﾍｲ 中3

8 滋    賀 2511 北野　　充 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ
ｼｶﾞ 2518 脇坂　勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 大3

2508 丸山　将太 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3
2505 松田　和幸 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 高1
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