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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 和歌山県 801 細川　兼佑 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｽｹ 高1
ﾜｶﾔﾏｹﾝ 800 岡本　一晟 ｵｶﾓﾄ ｲｯｾｲ 高1

798 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 高1
805 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 中3

3 山口県 881 伊藤　聡太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ 880 古谷　陵太 ｺﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 高1

883 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 中3
882 福重　浩太 ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ 高1

4 大分県 1061 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 中3
ｵｵｲﾀｹﾝ 1059 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 高1

1060 和田　啓佑 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 中3
1057 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高1

5 東京都 323 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳﾄ 高校 322 須藤　大貴 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高1

320 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 高1
317 森重　拓朗 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 高1

6 大阪府 704 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 中3
ｵｵｻｶﾌ 699 河島　　渉 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 高1

700 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 高1
703 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中3

7 北海道 16 千代　真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 10 田島　　僚 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高1

13 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 高1
14 松村　翔太 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中3

8 静岡県 517 加藤　　竣 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 高1
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 518 上田涼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1

519 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高1
520 成畑　智文 ﾅﾘﾊﾀ ﾄﾓｱｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 三重県 585 川瀬　裕斗 ｶﾜｾ ﾕｳﾄ 高1
ﾐｴｹﾝ 高校 587 杉山　　舜 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 高1

586 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 高1
584 荻野　　徹 ｵｷﾞﾉ ﾄｵﾙ 高1

3 福岡県 975 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 高1
ﾌｸｵｶｹﾝ 978 原田明日翔 ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ 中3

977 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 中3
973 植田　一輝 ｳｴﾀﾞ ｲｯｷ 高1

4 岐阜県 612 工藤　栄大 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 高1
ｷﾞﾌｹﾝ 高校 611 加納　拓也 ｶﾉｳ ﾀｸﾔ 高1

614 丸山　龍希 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ 高1
613 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 高1

5 愛知県 559 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高1
ｱｲﾁｹﾝ 高校 556 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1

557 津田　拓也 ﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 高1
558 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高1

6 福島県 138 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 中3
ﾌｸｼﾏｹﾝ 139 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 中3

140 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 中3
135 佐瀬　大夢 ｻｾﾞ ﾋﾛﾑ 高1

7 兵庫県 743 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 高1
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 744 猪口慎ノ介 ｲﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ 高1

741 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高1
745 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 中3

8 山形県 114 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ 112 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 高1

113 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中3
111 本間　大地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ 高1

9 宮崎県 1070 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 中3
ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ 1072 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 中3

1071 糸田　京右 ｲﾄﾀﾞ ｹｲｽｹ 中3
1069 山本　英資 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 新潟県 443 鈴木　　賢 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 中3
ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ 441 山岡　寛典 ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 高1

440 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 高1
439 星川　省吾 ﾎｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 高1

3 群馬県 201 石関　悠司 ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 高1
ｸﾞﾝﾏｹﾝ 200 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 高1

203 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3
202 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 高1

4 宮城県 72 吉越　隆樹 ﾖｼｺｼ ﾘｭｳｷ 高1
ﾐﾔｷﾞｹﾝ 73 髙橋　裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 高1

76 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 中3
74 遠藤　一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 高1

5 神奈川県 358 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 高1
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 高校 360 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 高1

362 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
361 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高1

6 埼玉県 242 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中3
ｻｲﾀﾏｹﾝ 236 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 高1

235 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高1
240 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 中3

7 京都府 663 逢坂　駿介 ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ 高1
ｷｮｳﾄﾌ 高校 661 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 高1

659 武田　一星 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 高1
662 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高1

8 秋田県 96 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
ｱｷﾀｹﾝ 高校 95 佐良土智之 ｻﾛｳﾄﾞ ﾄﾓﾕｷ 高1

94 村上　　岳 ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ 高1
93 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 高1

9 長野県 415 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 中3
ﾅｶﾞﾉｹﾝ 410 磯田　涼太 ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 高1

414 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中3
411 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高1
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