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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 小樽桜陽 1044 松浦　太志 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｼ 高3
ｵｳﾖｳｺｳｺｳ 高校 1043 小笠原　悠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳ 高3

1045 山田　　駿 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 高2
1046 西岡　　塁 ﾆｼｵｶ ﾙｲ 高2

3 高松工芸 8001 湊谷　　陸 ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ 高2
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 8005 阿部　冬唯 ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 高2

8004 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高2
8002 佐々木龍吾 ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ 高2

4 盛岡南 2025 桑添　　陸 ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ 高3
ﾓﾘﾅﾝ 高校 2026 千田　涼人 ﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 高1

2024 千田　悠人 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
2023 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 高3

5 八戸工大一 2005 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 2007 小松　駿太 ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 高3

2008 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3
2006 千葉祐太郎 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高3

6 新田 8067 濱家　隆佑 ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ 高1
ﾆｯﾀ 高校 8065 長尾　息吹 ﾅｶﾞｵ ｲﾌﾞｷ 高2

8064 荻原　裕貴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 高3
8066 澤田慎二郎 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 高2

7

8

9
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愛  媛
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北海道

香  川

岩  手

青  森
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競技No. 54 男子    400m   メドレーリレー   予選   8組   高校記録  3:37.67
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 日体大荏原 3312 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 3311 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3
3309 峯岸　和也 ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ 高3
3310 吉田夏沙麻 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 高3

1 昭和学院 3172 伊藤　瑠希 ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 高1
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 3173 高梨　陽太 ﾀｶﾅｼ ﾖｳﾀ 高1

3171 吉岡　大輝 ﾖｼｵｶ ﾀｲｷ 高3
3170 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 高3

2 三潴 9044 田川　裕麻 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 高3
ﾐｽﾞﾏ 高校 9043 水田　智将 ﾐｽﾞﾀ ﾄﾓﾏｻ 高3

9045 坂井　　翔 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 高2
9046 柊元　大育 ｸｷﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 高2

3 札幌大谷 1022 近江　　颯 ｵｳﾐ ﾊﾔﾃ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 1015 辻　　拓夢 ﾂｼﾞ ﾀｸﾑ 高3

1018 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高2
1016 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

4 高水 7076 白木　海斗 ｼﾗｷ ｶｲﾄ 高3
ﾀｶﾐｽﾞ 高校 7077 太田　功誠 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 高3

7078 高津　亜蘭 ﾀｶﾂ ｱﾗﾝ 高3
7079 櫻井優之介 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾉｽｹ 高2

5 大垣商業 5198 小松　悠汰 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 5199 佐竹　友太 ｻﾀｹ ﾕｳﾀ 高2

5200 奥地　修斗 ｵｸﾁ ｼｭｳﾄ 高2
119 栗田　康平 ｸﾘﾀ ｺｳﾍｲ 高3

6 関大北陽 135 前田　大毅 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｷ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6098 滝本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高3

6104 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高1
6100 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

7 津田学園 5183 芝﨑　大賀 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲｶﾞ 高3
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 5186 伊藤　樹哉 ｲﾄｳ ﾐｷﾔ 高2

5185 北出　幸太 ｷﾀﾃﾞ ｺｳﾀ 高2
5184 村山　裕哉 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3

8 城南静岡 5039 加藤　弘樹 ｶﾄｳ ｺｳｷ 高3
Jｼｽﾞｵｶ 高校 5041 佐野　稜太 ｻﾉ ﾘｮｳﾀ 高3

5038 土井　庸義 ﾄﾞｲ ﾉﾘﾖｼ 高3
5040 須﨑　大祐 ｽｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

9 北科大高 1006 佐藤　宏太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 高2
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 1008 遠藤　　颯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔｾ 高2

1005 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 高2
1003 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高3
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加　盟
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 日出 3340 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 高3

ﾋﾉﾃﾞ 高校 3343 石黒　莞大 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾝﾀﾞｲ 高2
3337 森川　幸輝 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ 高3
3341 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高2

1 桐蔭学園 3454 尾野山大河 ｵﾉﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 3455 熊倉　勇大 ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

3451 神谷　真輝 ｶﾐﾔ ﾏｻｷ 高3
3452 若林　大樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 高3

2 日大三島 5001 山田　圭悟 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 5002 黒沢　　周 ｸﾛｻﾜ ｶﾅﾒ 高2

5003 山之内優介 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ 高2
5005 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高1

3 磐田農業 5051 伊藤　舜斗 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 5056 今泉　海人 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 高1

5053 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 高2
5050 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高3

4 玉野光南 7046 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 高3
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 7048 飯田　祐一 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高1

7045 実原　一也 ｼﾞﾂﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
7047 宗光　優希 ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ 高2

5 明和県央 3061 井田　馨也 ｲﾀﾞ ｹｲﾔ 高3
ﾒｲﾜｹﾝｵｳ 高校 3064 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 高2

3062 中島　理稀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 高3
3063 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 高2

6 桃山学院 6119 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 6115 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高1

6114 平良　暢崇 ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ 高2
6113 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高2

7 呉港 7052 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 高3
ｺﾞｺｳ 高校 7053 田中　大尊 ﾀﾅｶ ﾀｲｿﾝ 高3

7055 田中　万葉 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 高1
7054 安森　常晴 ﾔｽﾓﾘ ｼﾞｮｳｾｲ 高2

8 県立岐阜商業 5191 近藤　蒼真 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 高1
ｹﾝｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 5190 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2

5192 後藤　功季 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 高1
5189 杉山　稔弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 高3

9 日大高 3396 宝田　昇大 ﾀｶﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3397 熊倉　洸月 ｸﾏｸﾗ ｺｳｹﾞﾂ 高2

3391 藺牟田磨大 ｲﾑﾀ ﾏﾋﾛ 高3
3393 尾﨑　雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 福井工大福井 4004 西野　瑞輝 ﾆｼﾉ ﾐｽﾞｷ 高1

ｺｳﾀﾞｲﾌｸｲ 高校 4003 白崎　悠斗 ｼﾗｻｷ ﾕｳﾄ 高2
4002 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 高2
4001 青山　勝征 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 高3

1 関大一 6052 谷口　隼紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ 高3
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 高校 6055 高橋　拓実 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 高1

6053 矢頭　駿平 ﾔﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高3
6054 長谷　　樹 ﾊｾ ﾀﾂｷ 高2

2 松山北 8059 濱浦　了輔 ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 8062 薬師寺康輔 ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ 高1

8056 花山　天晴 ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 高3
8060 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高2

3 中越 4069 坂詰　航平 ｻｶﾂﾒ ｺｳﾍｲ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 4070 小市龍太郎 ｺｲﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高2

4067 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 高3
4066 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3

4 日本文理 4056 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4054 緒方　健人 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 高3

4055 石﨑　陸人 ｲｼｻﾞｷ ﾘｸﾄ 高2
4052 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高3

5 駒場 3224 高濱　凌大 ﾀｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高1
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 3222 長倉　　豊 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕﾀｶ 高3

3223 篠谷　　豪 ｼﾉﾔ ｺﾞｳ 高2
3221 且田　幸義 ｶﾂﾀ ﾕｷﾖｼ 高3

6 市立沼田 7065 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 7070 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高1

7067 藤原　玲央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 高2
7068 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 高2

7 武相 3387 長田　樹輔 ﾅｶﾞﾀ ｷｽｹ 高1
ﾌﾞｿｳ 高校 3383 西尾幸四郎 ﾆｼｵ ｺｳｼﾛｳ 高3

3386 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 高2
3382 安達　舜貴 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 高3

8 京都文教 6017 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 高2
K.Bunkyo 高校 6015 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高3

6014 福井　皓介 ﾌｸｲ ｺｳｽｹ 高3
6013 山川　　凱 ﾔﾏｶﾜ ｶｲ 高3

9 堀越 3335 小日向涼真 ｺﾋﾅﾀ ﾘｮｳﾏ 高2
ﾎﾘｺｼ 高校 3334 望月　壮希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 高2

3332 魚崎　柾秀 ｳｵｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 高3
3333 菊地　　崚 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 武蔵野 3278 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高1

ﾑｻｼﾉ 高校 3275 村上慎太朗 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
3276 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高2
3274 堀内　海仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 高3

1 東海大浦安 3194 足助　澪弥 ｱｽｹ ﾚｲﾔ 高3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 3196 神宮司怜央 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾚｵ 高2

3197 牧井　雄大 ﾏｷｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
3198 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高2

2 鹿児島情報 9082 林　　彪吾 ﾊﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9085 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 高2

9084 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3
9086 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高2

3 東邦 5094 牧村　高志 ﾏｷﾑﾗ ﾀｶｼ 高3
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 5096 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 高2

5092 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高3
5098 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高2

4 九産大附九州 9006 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 9004 岡村　拓海 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3

9007 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 高2
9008 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高2

5 大分雄城台 9076 一ノ宮　陸 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾘｸ 高2
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 9072 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高3

9073 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高3
9074 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高2

6 長岡大手 4032 種村　　凌 ﾀﾈﾑﾗ ﾘｮｳ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4031 安藤　圭汰 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 高2

4028 金田　穂高 ｶﾈﾀﾞ ﾎﾀｶ 高3
4029 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 高2

7 大体大浪商 6077 稲垣　雄大 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 6075 髙瀬　　渉 ﾀｶｾ ﾜﾀﾙ 高3

6076 西川　　諒 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3
6080 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 高2

8 花咲徳栄 3097 渡辺　皆斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3093 柳川　陽登 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高3

3090 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 高3
3098 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高2

9 柳川 9039 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 高1
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 9040 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高1

9041 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高1
9038 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高1
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競技No. 54 男子    400m   メドレーリレー   予選   8組   高校記録  3:37.67
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 佐賀商業 9055 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高1

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 9053 森田　耕輔 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 高2
9052 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高3
200 山﨑　翔太 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 高3

1 東北 2043 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 2044 安斎　翔太 ｱﾝｻｲ ｼｮｳﾀ 高3

2047 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高1
2042 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3

2 八王子 3255 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3258 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 高2

3257 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高2
3254 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高3

3 近畿大附 6150 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6156 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高2

6158 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高1
6152 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

4 湘南工大附 3366 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3368 永島　　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 高3

3362 門脇　　翔 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ 高3
3369 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

5 太成学院大高 6131 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 6128 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 高2

6127 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
6124 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3

6 関西学院高 6193 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 6197 平井　佑典 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 高1

6194 岩橋　佑真 ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ 高3
6195 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高2

7 白鴎大足利 3035 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 3038 菊地　秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

3032 塩島　広規 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 高3
3037 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高2

8 前橋育英 3055 二渡　秀弥 ﾌﾀﾜﾀﾘ ｼｭｳﾔ 高3
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 3054 石栗　脩人 ｲｼｸﾞﾘ ｼｭｳﾄ 高3

3059 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 高1
3060 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高1

9 市川 6188 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高2
ｲﾁｶﾜ 高校 6191 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1

6190 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
6185 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 常総学院 3019 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 高2

ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 3016 佐藤　大空 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 高3
3014 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高3
3013 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3

1 四條畷学園 6065 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 高2
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 6064 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高3

6067 平田　大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2
6068 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

2 名古屋 5103 芝　　洸太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 5106 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高2

5109 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高1
5108 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2

3 報徳学園 6229 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
ﾎｳﾄｸ 高校 6222 宮嵜　真志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 高3

6223 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3
6219 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3

4 慶応 3411 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高2
ｹｲｵｳ 高校 3416 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高1

3405 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高3
3407 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 高3

5 桐光学園 3464 山本太一郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ 高2
ﾄｳｺｳ 高校 3465 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高2

3461 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 高3
3463 名和　将大 ﾅﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 高3

6 飛龍 5025 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高2
ﾋﾘｭｳ 高校 5020 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高3

5026 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2
5022 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

7 京都外大西 6033 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高1
KGN 高校 6028 柴原　充生 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ 高2

6032 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高1
6030 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2

8 東福岡 9035 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高1
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 9029 上村　　晃 ｶﾐﾑﾗ ﾋｶﾙ 高3

9030 永留　将太 ﾅｶﾞﾄﾒ ｼｮｳﾀ 高2
9032 髙木　研人 ﾀｶｷ ｹﾝﾄ 高2

9 武南 3126 中山　　瞬 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3121 柳澤　　祥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳ 高3

3127 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 高2
3122 寺島　偉生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
0 埼玉栄 3140 滝沢　　健 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝ 高3

ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3142 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高2
3146 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1
3141 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高2

1 九州学院 9102 島﨑　　廉 ｼﾏｻｷ ﾚﾝ 高2
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 9103 木村　優太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 高2

9098 荒木　大生 ｱﾗｷ ﾀｲｾｲ 高3
9097 東　　千尋 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 高3

2 千葉商大付 3180 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高3
SHODAI 高校 3183 中西芳明ｱﾚｯｸｽ ﾅｶﾆｼﾖｼｱｷ ｱﾚｯ 高2

3182 溝口　裕也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
3181 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 高3

3 中京大中京 5116 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 高2
CHUKYO 高校 5114 高山　大輝 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 高3

5125 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高1
5118 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高2

4 豊川 5143 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 5147 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高3

5148 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 高3
5150 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2

5 日大豊山 3299 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 3302 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

3297 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 高3
3305 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2

6 天理 6242 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 高2
ﾃﾝﾘ 高校 6237 桜本　翔真 ｻｸﾗﾓﾄ ｼｮｳﾏ 高3

6238 長尾　泰明 ﾅｶﾞｵ ﾔｽｱｷ 高3
6241 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高2

7 春日部共栄 3075 加藤　夏輝 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 3078 冨澤　俊介 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 高2

3073 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3
3074 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高3

8 日大藤沢 3430 田中　優太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 3431 武藤　龍作 ﾑﾄｳ ﾘｭｳｻｸ 高2

3432 一戸　子龍 ｲﾁﾉﾍ ｼﾘｭｳ 高2
3433 関山幸之介 ｾｷﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 高2

9 淑徳巣鴨 3321 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3316 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3

3315 川島　　陽 ｶﾜｼﾏ ﾖｳ 高3
3320 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1
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