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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 和歌山 711 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 708 岡本　一晟 ｵｶﾓﾄ ｲｯｾｲ 高3

710 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 高2
712 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 高2

3 福  岡 839 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 843 堂本　恭平 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 高2

841 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
842 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高2

4 神奈川 302 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 297 戸野本陽友 ﾄﾉﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高3

300 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高3
296 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3

5 愛　知 480 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高3
ｱｲﾁ 高校 479 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高3

483 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 高2
481 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高3

6 京　都 574 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 572 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

571 武田　一星 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 高3
575 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高2

7 鹿児島 937 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 936 脇園　　樹 ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ 高3

938 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ 高2
939 平原　拓馬 ﾋﾗﾊﾞﾙ ﾀｸﾏ 高2
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1

2 大　分 908 清家　　涼 ｾｲｹ ﾘｮｳ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 909 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 高3

911 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高2
906 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高3

3 兵  庫 650 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 647 大寺　巧馬 ｵｵﾃﾗ ﾀｸﾏ 高3

646 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高3
649 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 高3

4 埼  玉 190 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 185 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 高3

183 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高3
184 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 高3

5 東　京 258 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 259 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高2

254 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 高3
257 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高2

6 大　阪 607 常盤　忠靖 ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 高3
ｵｵｻｶ 高校 603 河島　　渉 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 高3

611 寛嶋　尚二 ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 高2
609 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高2

7 群  馬 154 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 152 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 高3

155 天田　雄大 ｱﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
153 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 高3
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