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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 九州共立大 1532 菊川　滉介 ｷｸｶﾜ ｺｳｽｹ 大3
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1541 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 大1

1542 古田　　勇 ﾌﾙﾀ ｲｻﾑ 大1
1531 古川　裕也 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ 大3

4 東北福祉大 1597 佐藤　辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 大3
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 2008 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 大3

2006 江本　　遼 ｴﾓﾄ ﾘｮｳ 大3
2015 阿部　悠太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 大1

5 仙台大 1559 相馬　健佑 ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ 大1
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1552 星　　光輔 ﾎｼ ｺｳｽｹ 大4

1554 小林　昂祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 大3
1553 佐藤　裕貴 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大3

6 広島大 1391 赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 大2
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1392 西尾　　健 ﾆｼｵ ﾀｹﾙ 大2

1395 野田　　巧 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 大2
1386 東條　文和 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾌﾐｶｽﾞ 大2

7 山口大 1423 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 大4
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1424 清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 大3

1432 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 大1
1426 北薗　広樹 ｷﾀｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 大3

8

9

10
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2組
1 慶應義塾大 209 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 大2

ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 216 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大2
211 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2
199 慶長　聖也 ﾖｼﾅｶﾞ ｾｲﾔ 大4

2 新潟医福大 909 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 913 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 大2

919 穴水　雄大 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大2
903 大友　瑛史 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾌﾐ 大4

3 福岡大 1437 山根　佳祐 ﾔﾏﾈ ｹｲｽｹ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1456 藤山　晃亮 ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 大2

1446 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 大3
1448 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 大3

4 新潟大 900 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 大1
ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学 897 樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 大3

893 深瀬　　翼 ﾌｶｾ ﾂﾊﾞｻ 大4
892 石塚　俊亮 ｲｼﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 大4

5 立教大 349 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 350 大橋　勇斗 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 大4

376 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大1
363 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 大2

6 愛知学院大 797 杉本　陵亮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大2
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 795 野沢　　匠 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 大4

794 小林　陵平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 大4
801 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大1

7 東海学園大 953 水上　拓也 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 956 上松　知稀 ｳｴﾏﾂ ﾄﾓｷ 大2

960 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 大1
958 伊藤うめまる ｲﾄｳ ｳﾒﾏﾙ 大2

8 拓殖大 334 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大1
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 336 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 大1

322 吉井　優太 ﾖｼｲ ﾕｳﾀ 大3
317 齋藤　学海 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 大4

9 福岡教育大 1479 杉本　伊織 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 大1
ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 1473 吉村　純平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

1477 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大1
1475 小松　正典 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 大2

10 香川大 1414 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1413 佐藤　龍太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 大1

1405 新井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 大3
1408 森　　健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 大3
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3組
1 東洋大 530 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 大1

ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 529 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大1
515 河野　大地 ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 大4
520 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 大3

2 山梨学院大 739 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 731 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3

744 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大2
729 永尾　裕也 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾔ 大4

3 岡山大 1369 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1366 高村　　健 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ 大2

1359 南　　佳樹 ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ 大4
1357 安原　　遼 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ 大4

4 日本体育大 105 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 120 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大1

101 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 大4
94 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 大4

5 中央大 65 矢野　貴寛 ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 55 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ 大4

78 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大1
57 宮本　淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4

6 法政大 24 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 18 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 大3

13 須田　智博 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大4
12 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 大4

7 関西大 1249 樽井　　学 ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1252 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大1

1245 塩野　晴紀 ｼｵﾉ ﾊﾙｷ 大2
1233 仲埜　成雄 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ 大4

8 関西学院大 1047 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 大3
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1057 山本　一貴 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大2

1044 亀谷　昌晃 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 大4
1046 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ 大3

9 桃山学院大 1152 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 大2
ﾓﾓﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1156 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 大1

1153 松井　優樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 大2
1151 片平　和樹 ｶﾀﾋﾗ ｶｽﾞｷ 大4

10 東北学院大 1566 笹川　泰裕 ｻｻｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1579 三瓶　　光 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋｶﾙ 大1

1571 兎澤雄太郎 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 大2
1567 鋤崎　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 大3
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4組
1 専修大 443 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 大2

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 444 高山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 大2
442 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 大3
435 戸野本純希 ﾄﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大4

2 天理大 1195 木綿　直人 ｷﾜﾀ ﾅｵﾄ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1198 岡田　知晃 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 大3

1202 宅間　堅斗 ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ 大2
1206 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大1

3 順天堂大 681 安藤　　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 680 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大4

688 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 大3
701 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大1

4 同志社大 1165 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1166 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 大2

1170 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大1
1167 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 大1

5 早稲田大 556 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 559 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大2

548 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 大4
565 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大1

6 大阪体育大 992 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1001 山口　勇輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 大1

986 安枝　　勇 ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ 大3
989 丸谷　哲也 ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大3

7 明治大 409 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 416 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大1

399 吉澤　太雲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ 大4
411 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大2

8 神奈川大 473 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 471 会田　聡哉 ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾔ 大3

469 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ 大4
472 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 大3

9 立命館大 1304 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1311 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 大2

1297 伊藤　史樹 ｲﾄｳ ﾌﾐｷ 大4
1309 大黒　晃季 ｵｵｸﾛ ｺｳｷ 大2

10 桐蔭横浜大 771 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 大4
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 786 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 大1

773 関戸　翔矢 ｾｷﾄ ｼｮｳﾔ 大3
772 柳谷　隆裕 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ 大4
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5組
1 鹿屋体育大 1488 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 大4

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1506 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大1
1497 中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大3
1490 今井翔太郎 ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4

2 大阪教育大 1025 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大1
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1019 甲津　祐貴 ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ 大4

1028 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大1
1020 大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大4

3 東海大 634 谷地　政哉 ﾔﾁ ﾏｻﾔ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 657 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大1

660 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 大1
631 餅月　奨悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 大4

4 近畿大 1112 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1128 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 大2

1119 奥村　進吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大3
1115 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 大4

5 中京大 821 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 826 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ 大3

823 小松原　祐 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ 大3
810 大森　洋翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 大4

6 日本大 598 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 613 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 大1

588 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4
607 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大2

7 京都大 1283 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1296 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

1286 古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 大4
1293 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 大2

8 東京大 242 有田　祥馬 ｱﾘﾀ ｼｮｳﾏ 大4
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学 247 岡﨑　健斗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ 大3

244 永江　純一 ﾅｶﾞｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大4
240 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 大4

9 国士舘大 254 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 253 中村　謙太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 大4

250 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 大4
257 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 大4

10 びわこ成蹊大 1342 田中　智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 大3
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1345 西山　太亮 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｽｹ 大3

1341 小川　将史 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 大3
1344 木田　陽之 ｷﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 大3
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