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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 広島大 1396 野口　健人 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 大1
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1391 赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 大2

1389 小坂　城司 ｺｻｶ ｼﾞｮｳｼﾞ 大3
1386 東條　文和 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾌﾐｶｽﾞ 大2

3 東北福祉大 2011 小池　智大 ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 2013 小池　来希 ｺｲｹ ﾗｲｷ 大3

2008 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 大3
1597 佐藤　辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 大3

4 香川大 1407 市原健太郎 ｲﾁﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大3
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1414 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1

1405 新井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 大3
1413 佐藤　龍太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 大1

5 新潟医福大 906 高田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 920 後沢　秀至 ｺﾞｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大2

913 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 大2
921 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 大2

6 福岡教育大 1478 長岡　主樹 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 大2
ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 1477 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大1

1476 今若　　嵩 ｲﾏﾜｶ ﾀｶｼ 大2
1479 杉本　伊織 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 大1

7 山口大 1432 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 大1
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1430 園部　太暉 ｿﾉﾍﾞ ﾀｲｷ 大2

1431 水谷　駿太 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀ 大1
1423 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 大4

8 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 1551 広田　成登 ﾋﾛﾀ ﾅﾙﾄ 大4

1552 星　　光輔 ﾎｼ ｺｳｽｹ 大4
1550 内田　駿佑 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 大4

9

10
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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 796 加藤　悠輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 大2
798 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 大1
801 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大1

2 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 1440 人見　晋史 ﾋﾄﾐ ｼﾝｼﾞ 大4

1443 佐藤　　賢 ｻﾄｳ ｹﾝ 大4
1448 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 大3

3 東北学院大 1575 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1576 亀山　一樹 ｶﾒﾔﾏ ｶｽﾞｷ 大1

1563 長本　　悟 ｵｻﾓﾄ ｻﾄﾙ 大4
1567 鋤崎　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 大3

4 福井工業大 889 竹田誠之介 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 大2
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 883 清水　裕也 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 大4

884 河嶋　泰佑 ｶﾜｼﾏ ﾀｲｽｹ 大3
891 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大1

5 桐蔭横浜大 779 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大1
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 782 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 大1

776 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 大2
771 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 大4

6 甲南大 1094 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 大4
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1096 西田　祐斗 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 大2

1100 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 大1
1098 濵崎　洋介 ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 大2

7 国士舘大 277 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 255 水本　達也 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 大4

254 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 大4
250 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 大4

8 鹿屋体育大 1504 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1492 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 大4

1501 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大2
1488 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 大4

9 東海学園大 960 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 大1
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 959 竹内　一真 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 大2

962 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大1
953 水上　拓也 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 大4

10 九州共立大 1538 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1534 堤　　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 大2

1533 浴野　秀星 ｴｷﾉ ｼｭｳｾｲ 大2
1532 菊川　滉介 ｷｸｶﾜ ｺｳｽｹ 大3
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3組
1 大阪教育大 1024 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大2

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1028 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大1
1019 甲津　祐貴 ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ 大4
1020 大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大4

2 東京大 241 中川　卓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 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

245 斎藤　自快 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｶ 大2
240 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 大4

3 神奈川大 472 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 467 片山　武志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 大4

474 酒井　秀斉 ｻｶｲ ｼｭｳｾｲ 大3
469 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ 大4

4 同志社大 1172 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1161 冨井　洸一 ﾄﾐｲ ｺｳｲﾁ 大3

1173 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 大1
1165 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 大2

5 中央大 81 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 70 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 大2

58 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 大4
65 矢野　貴寛 ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ 大3

6 京都大 1283 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1281 新谷　　健 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾙ 大3

1286 古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 大4
1296 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

7 近畿大 1120 大倉　秀隆 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1111 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 大4

1115 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 大4
1112 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 大4

8 関西大 1254 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1251 津川　幸久 ﾂｶﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 大1

1246 東　　大貴 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大2
1249 樽井　　学 ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ 大2

9 山梨学院大 733 篠田　大夢 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 725 重森　俊二 ｼｹﾞﾓﾘ ｼｭﾝｼﾞ 大4

732 川津　久志 ｶﾜﾂﾞ ﾋｻｼ 大3
731 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3

10 大阪経済大 1335 澤井　尚耶 ｻﾜｲ ﾅｵﾔ 大2
ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大学 1336 寺久保健人 ﾃﾗｸﾎﾞ ｹﾝﾄ 大2

1334 笹井　俊宏 ｻｻｲ ﾄｼﾋﾛ 大2
1338 谷本　陽哉 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾔ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
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4組
1 青山学院大 430 清水　寛朗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 428 近藤　　創 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 大3
429 山崎　弘喜 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 大3
427 渡邉　優磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 大3

2 天理大 1202 宅間　堅斗 ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ 大2
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1197 田村祥太郎 ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 大3

1214 川脇樹希也 ｶﾜﾜｷ ｼﾞｭｷﾔ 大1
1206 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大1

3 慶應義塾大 210 野崎　雄大 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 214 渡辺　健吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 大2

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

4 明治大 411 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 418 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大1

416 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大1
409 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 大3

5 早稲田大 551 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 560 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 大2

565 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大1
559 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大2

6 日本大 595 石黒　博己 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 604 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 大2

607 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大2
613 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 大1

7 法政大 11 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 36 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大1

18 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 大3
24 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大2

8 立命館大 1307 清水　佑八 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ 大2
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1298 新宅　淳司 ｼﾝﾀｸ ｱﾂｼ 大4

1311 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 大2
1304 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 大3

9 関西学院大 1068 立花槙次郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ 大1
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1058 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 大2

1043 竹下　祥平 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 大4
1047 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 大3

10 拓殖大 330 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大1
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 334 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大1

319 矢野　宏基 ﾔﾉ ﾋﾛｷ 大4
322 吉井　優太 ﾖｼｲ ﾕｳﾀ 大3
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5組
1 新潟大 896 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大3

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学 898 井上　隆介 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｽｹ 大2
892 石塚　俊亮 ｲｼﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 大4
897 樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 大3

2 専修大 442 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 436 吉次　恭祐 ﾖｼﾂｷﾞ ｷｮｳｽｹ 大4

449 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大1
435 戸野本純希 ﾄﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大4

3 岡山大 1357 安原　　遼 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1364 上西　穂高 ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ 大2

1362 稲垣　智哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾔ 大2
1369 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大1

4 東海大 640 中野　雅貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 650 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大2

634 谷地　政哉 ﾔﾁ ﾏｻﾔ 大4
631 餅月　奨悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 大4

5 中京大 828 清野　尚哉 ｾｲﾉ ﾅｵﾔ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 833 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 大1

830 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大2
810 大森　洋翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 大4

6 大阪体育大 985 豊田　宣広 ﾄﾖﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 994 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大2

990 小原井学人 ｺﾊﾗｲ ﾏﾅﾄ 大3
992 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2

7 日本体育大 104 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 112 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 大2

100 濱田　伸之 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 大4
105 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 大3

8 順天堂大 682 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 700 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 大1

696 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ 大2
680 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大4

9 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 532 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 大1

525 近藤陽紫樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 大2
520 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 大3

10 立教大 359 武藤　大季 ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 大3
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 355 外川　貴大 ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ 大3

376 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大1
350 大橋　勇斗 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 大4
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