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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 静岡県 503 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 504 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

505 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 大3
508 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 大1

3 福島県 128 鋤崎　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 大2
ﾌｸｼﾏｹﾝ 126 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ

127 片山　武志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 大3
129 遠藤　太陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ 大1

4 千葉県 263 村野　遼太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ
ﾁﾊﾞｹﾝ 266 吉澤　太雲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ 大3

265 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 大3
264 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ

5 神奈川県 348 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 大3
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 350 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 大2

345 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ
344 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ

6 岐阜県 600 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
ｷﾞﾌｹﾝ 601 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ

597 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ
598 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

7 広島県 855 釘井　　翔 ｸｷﾞｲ ｶｹﾙ 大4
ﾋﾛｼﾏｹﾝ 856 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 大1

853 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ
854 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 大4

8 北海道 2 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 3 大森　洋翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 大3

5 竹森　　奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 大3
1 藤川京太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 大4

9 鳥取県 813 松浦　　稔 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾉﾙ
ﾄｯﾄﾘｹﾝ 812 竹本　浩基 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ

815 岡田　朋哲 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 大2
814 松本　京樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 大4
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2 滋賀県 631 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ
ｼｶﾞｹﾝ 632 崎村　　亘 ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 大4

634 村川　　諒 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 大2
633 松井　翔吾 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 大2

3 愛知県 542 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 大4
ｱｲﾁｹﾝ 大学 544 小池　隆志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 大3

546 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 大2
543 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 大3

4 長崎県 1014 前田　浩史 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ
ﾅｶﾞｻｷｹﾝ 1016 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 大3

1017 山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 大1
1015 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大3

5 埼玉県 223 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ
ｻｲﾀﾏｹﾝ 226 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ

225 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ
222 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ

6 東京都 302 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
ﾄｳｷｮｳﾄ 303 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

305 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ
308 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大2

7 岡山県 833 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 大1
ｵｶﾔﾏｹﾝ 832 山野井健太 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ

835 来間　隆史 ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ 大1
834 笹井　俊宏 ｻｻｲ ﾄｼﾋﾛ 大1

8 大阪府 688 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 大3
ｵｵｻｶﾌ 685 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

686 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ
684 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

9 福岡県 961 下田　　瑛 ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾗ 大4
ﾌｸｵｶｹﾝ 大学 962 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ 大3

963 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 大3
965 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 大1
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