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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 稲毛インター 618 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 617 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 小4

616 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 小5
615 荘司　琉翔 ｼｮｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 小5

2 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1057 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 小5
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1056 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 小5

1058 佐藤　龍輝 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 小5
1059 福原慎之介 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 小4

3 イトマン大津 1940 岡本　龍平 ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ 学童 1941 向井　悠人 ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 小4

1938 桝岡　伊織 ﾏｽｵｶ ｲｵﾘ 小5
1939 町田翔太郎 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1046 大堀　　新 ｵｵﾎﾘ ｱﾗﾀ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 1050 舩津紫吹希 ﾌﾅﾂ ｼﾌﾞｷ 小4

1047 ﾏｰｽﾄﾝｼｮｰﾝ ﾏｰｽﾄﾝ ｼｮｰﾝ 小5
1048 三浦健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 小5

5 ＯＳＫ総社 2450 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 小5
OSKｿｳｼﾞｬ 学童 2453 平井　悠太 ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ 小4

2451 大賀　翔真 ｵｵｶﾞ ｼｮｳﾏ 小5
2452 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 小4

6 岡崎竜城ＳＣ 1739 永井　　旭 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ 小5
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 1742 倉橋　駿斗 ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ 小4

1741 山本　武蔵 ﾔﾏﾓﾄ ﾑｻｼ 小4
1740 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 小5

7 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1104 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1106 石田　　樹 ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小4

1107 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 小4
1105 伊藤　　暸 ｲﾄｳ ｱｷ 小5
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1 イトマン横浜 1340 吉原　　輝 ﾖｼﾊﾗ ﾋｶﾙ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1337 桜井　恵成 ｻｸﾗｲ ｹｲｾｲ 小5

1338 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 小5
1339 入内嶋　星 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｾｲ 小4

2 太陽教育ＳＣ 802 富田　丈惟 ﾄﾐﾀ ｼﾞｮｳｲ 小4
T･K･S･C 学童 804 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小4

803 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小4
801 鷲尾　郁洋 ﾜｼｵ ｲｸﾐ 小5

3 イトマン港北 1409 恒川　天嶺 ﾂﾈｶﾜ ｱﾏﾈ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1407 小堺　湧斗 ｺｻﾞｶｲ ﾕｳﾄ 小5

1410 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 小4
1408 渡邉　慶一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 小5

4 東京ＳＣ 852 北澤　結海 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 848 西川　隆皓 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ 小5

847 辻　　拓海 ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 小5
849 沖山　悠太 ｵｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小5

5 スウィン埼玉 464 高柳　立空 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｸ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 465 坂巻　和真 ｻｶﾏｷ ｶｽﾞﾏ 小5

468 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小3
463 野本　真也 ﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ 小5

6 ｽｳｨﾝ高島平 1033 安藤　歓多 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1029 返町　柊馬 ｿﾘﾏﾁ ｼｭｳﾏ 小5

1031 永瀬　　透 ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ 小4
1030 能勢　隼斗 ﾉｾ ﾊﾔﾄ 小5

7 イトマン多摩 1351 中田　貫太 ﾅｶﾀ ｶﾝﾀ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 学童 1352 木野村　亮 ｷﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 小4

1350 渡部　隼人 ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾔﾄ 小5
1353 横溝　　仁 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞﾝ 小4
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1 ロンド東村山 973 中西　亜廉 ﾅｶﾆｼ ｱﾚﾝ 小5
ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 974 近藤　立宜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ 小4

976 浅見龍之介 ｱｻﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 小4
975 大場　天翔 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾄ 小4

2 牧野SS 2183 藤井　優樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 小5
ﾏｷﾉSS 学童 2185 宇野　舜哉 ｳﾉ ｼｭﾝﾔ 小4

2184 吉浦　源晴 ﾖｼｳﾗ ｹﾞﾝｾｲ 小4
2182 東　　蒼太 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾀ 小5

3 イ ト マ ン 2088 釣谷　颯大 ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2086 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 小5

2087 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小4
2089 高島　　礼 ﾀｶｼﾏ ﾚｲ 小4

4 スウィン鷲宮 498 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 小5
SWﾜｼﾐﾔ 学童 496 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 小5

499 木谷　京聖 ｷﾀﾆ ｷｮｳｾｲ 小4
497 佐々木　慶 ｻｻｷ ｹｲﾄ 小5

5 コナミ向日町 2003 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5
ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 学童 2005 森谷　郁海 ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ 小5

2004 野間琉之介 ﾉﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 小5
2006 上野　恵澄 ｳｴﾉ ｹｲﾄ 小5

6 ＭｃＳ駒川 2243 山口　哩駈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 小4
McSｺﾏｶﾞﾜ 学童 2241 山口　龍舞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾏ 小5

2242 山本　侑志 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼ 小5
2240 渡辺　聖天 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 小5

7 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 1612 久保田将貴 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ 小4
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 学童 1610 長島　一生 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｯｷ 小5

1613 関澤　薫平 ｾｷｻﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ 小4
1611 影山　稜真 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 小4

8 コナミ林間 1243 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1242 長岡真之介 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 小4

1241 池上　空哉 ｲｹｶﾞﾐ ｸｳﾔ 小4
1239 平賀簾太郎 ﾋﾗｶﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 小5
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