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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 鹿児島県 1078 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 大3
ｶｺﾞｼﾏｹﾝ 大学 1077 西　　信幸 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 大4

1080 重森　俊二 ｼｹﾞﾓﾘ ｼｭﾝｼﾞ 大3
1079 西山賢太郎 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大3

4 愛知県 546 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 大2
ｱｲﾁｹﾝ 539 小林　　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

543 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 大3
544 小池　隆志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 大3

5 岐阜県 603 大倉　秀隆 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大2
ｷﾞﾌｹﾝ 599 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

600 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
598 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

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

7 宮城県 62 清野　尚哉 ｾｲﾉ ﾅｵﾔ 大2
ﾐﾔｷﾞｹﾝ 大学 61 畑中　隆輔 ﾊﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ 大3

59 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 大4
63 木村　雅人 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 大1

8 静岡県 509 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 大学 507 清水　良祐 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 大3

508 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 大1
505 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 大3
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2組
1

2 大分県 1053 小野　晃弘 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 大4
ｵｵｲﾀｹﾝ 大学 1056 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 大1

1054 直田　大司 ｽｸﾞﾀ ﾀﾞｲｼ 大3
1055 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 大2

3 奈良県 770 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ 大3
ﾅﾗｹﾝ 768 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大4

766 坂口　征司 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ
771 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ 大2

4 熊本県 1028 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ
ｸﾏﾓﾄｹﾝ 1031 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大1

1030 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 大2
1029 宮本　淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

5 大阪府 686 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ
ｵｵｻｶﾌ 687 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 大3

689 神野　雄司 ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 大2
688 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 大3

6 千葉県 262 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
ﾁﾊﾞｹﾝ 265 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 大3

267 渡邊　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大2
264 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ

7 兵庫県 727 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 726 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

728 古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 大3
731 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ 大1

8 滋賀県 633 松井　翔吾 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 大2
ｼｶﾞｹﾝ 632 崎村　　亘 ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 大4

631 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ
634 村川　　諒 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 大2
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3組
1

2 北海道 4 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 6 倉持　弘嗣 ｸﾗﾓﾁ ｺｳｼﾞ 大1

2 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 大4
3 大森　洋翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 大3

3 京都府 649 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 大3
ｷｮｳﾄﾌ 647 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

650 中嶋　亮互 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 大2
648 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 大3

4 東京都 306 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ
ﾄｳｷｮｳﾄ 304 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ

302 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
308 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大2

5 神奈川県 347 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 大4
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 346 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ

351 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大1
350 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 大2

6 埼玉県 227 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 大2
ｻｲﾀﾏｹﾝ 224 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

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

7 石川県 470 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大2
ｲｼｶﾜｹﾝ 大学 469 中田　崇皓 ﾅｶﾀ ﾀｶｱｷ 大4

472 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大1
471 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 大2

8 広島県 853 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ
ﾋﾛｼﾏｹﾝ 857 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 大1

856 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 大1
854 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 大4
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