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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 宮  城 47 清野　尚哉 ｾｲﾉ ﾅｵﾔ 大4
ﾐﾔｷﾞ 大学 49 藤田　真平 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 大3

50 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 大2
51 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大2

3 愛　媛 818 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大2
ｴﾋﾒ 大学 819 宇都宮壱基 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 大1

820 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大1
817 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 大4

4 東　京 250 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ
ﾄｳｷｮｳ 248 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ

247 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
251 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大4

5 愛　知 475 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大2
ｱｲﾁ 大学 474 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 大3

477 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大1
473 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 大4

6 北海道 4 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 5 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 大1

2 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大3
1 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 大1

7 石　川 409 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 大1
ｲｼｶﾜ 大学 410 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大1

408 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 大3
407 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 大4
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2組
1

2 岐　阜 536 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大2
ｷﾞﾌ 532 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

533 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
531 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

3 京　都 563 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ
ｷｮｳﾄ 567 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 大2

565 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 大4
566 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大2

4 神奈川 292 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 293 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 大3

294 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大3
289 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ

5 福  岡 834 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大2
ﾌｸｵｶ 837 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 大1

836 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大1
833 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ

6 新  潟 371 石黒　博己 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 大4
ﾆｲｶﾞﾀ 373 坂田　　匠 ｻｶﾀ ﾀｸﾐ 大1

370 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
372 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ 大3

7 千　葉 221 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 大3
ﾁﾊﾞ 218 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ

220 渡邊　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大4
219 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ
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3組
1 鹿児島 934 中村　康二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 大1

ｶｺﾞｼﾏ 933 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 大2
935 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 大1
932 西山賢太郎 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ

2 静　岡 440 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大3
ｼｽﾞｵｶ 大学 441 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 大3

439 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 大3
442 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大2

3 兵  庫 640 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ
ﾋｮｳｺﾞ 645 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 大1

639 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ
643 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大3

4 埼  玉 181 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 大4
ｻｲﾀﾏ 178 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

176 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ
182 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大1

5 大　阪 600 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 大3
ｵｵｻｶ 大学 599 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大3

598 神野　雄司 ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 大4
602 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大1

6 奈  良 677 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ
ﾅﾗ 681 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 大1

679 築山　翔太 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大2
680 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大2

7 茨  城 109 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 大4
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 108 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ 大4

110 小坂部聡士 ｵｻｶﾍﾞ ｻﾄｼ 大4
111 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大3
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