
第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  3:21.34
大会記録  3:24.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 北科大高 7 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 11 丸山隼之亮 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 高2

8 大川　侑己 ｵｵｶﾜ ﾕｳｷ 高2
12 秋野　輝星 ｱｷﾉ ｺｳｾｲ 高1

2 高松工芸 1525 長尾　祥伍 ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｺﾞ 高2
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 1526 三原　一真 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 高2

1524 小松　俊之 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 高2
1522 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 高3

3 長野日大 809 林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 高3
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 807 小松　泰地 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 高3

806 若林　雅也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 高3
808 高野　寛生 ﾀｶﾉ ﾋﾛｷ 高3

4 札幌大谷 33 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 29 仙石　亮太 ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ 高3

30 髙橋　康生 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 高2
27 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高3

5 新田 1588 梶田　尚輝 ｶｼﾞﾀ ﾅｵｷ 高1
ﾆｯﾀ 高校 1587 芝　　祐誠 ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ 高3

1584 横田　悠樹 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 高3
1585 大内　一晟 ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ 高3

6 高知 1595 濵田雄一朗 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1
ｺｳﾁｺｳｺｳ 高校 1598 安原　聖力 ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ 高1

1594 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 高3
1593 西山　湧也 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3

7 中越 853 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高2
ﾁｭｳｴﾂ 高校 854 皆川　隼人 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高2

856 岩野凜汰朗 ｲﾜﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1
851 大野　一真 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾏ 高3

8 小樽潮陵 1766 小川　洸生 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 高2
ﾁｮｳﾘｮｳ 高校 1767 深田　純平 ﾌｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

1764 加藤　颯人 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 高3
1763 佐藤　慶明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 高3

9
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スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  3:21.34
大会記録  3:24.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 美作 1461 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 高1

ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高校 1459 森本　健斗 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾄ 高3
1457 小林　功典 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 高3
1460 奥村　一揮 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2

1 渋谷幕張 461 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高3
ｼﾌﾞﾏｸ 高校 465 前田　英俊 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 高2

463 吉田　航章 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 高2
462 永井　雄斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 高3

2 佐賀学園 1686 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高3
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1684 藤田　竜大 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾞｲ 高3

1690 米盛　夏希 ﾖﾈﾓﾘ ﾅﾂｷ 高1
1687 古川　大晴 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｾｲ 高2

3 桐蔭学園 767 平山　　仁 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞﾝ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 769 松原　寛汰 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾝﾀ 高1

768 石川　和磨 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 高2
766 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高3

4 日体大荏原 574 塚田京之介 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ 高3
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 575 小笠原聖一朗 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 高3

578 青柳　未来 ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾗｲ 高2
576 梶原　勇雅 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｶﾞ 高2

5 東海大浦安 446 西條　雄貴 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 高3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 451 村上　海渡 ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ 高2

445 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 高3
447 瀬川　泰樹 ｾｶﾞﾜ ﾀｲｷ 高3

6 市立沼田 1486 濱野　史龍 ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 1491 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 高2

1487 金本　航汰 ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾀ 高3
1488 森政　祥人 ﾓﾘﾏｻ ﾖｼﾄ 高3

7 福島成蹊 176 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高2
ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 高校 177 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高2

171 吉田　歩夢 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 高3
173 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高2

8 浜名 973 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高2
ﾊﾏﾅ 高校 972 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 高2

974 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 高2
970 湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ 高2

9 西京 1511 内田　大葵 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 高3
ｻｲｷｮｳ 高校 1516 溝部　修平 ﾐｿﾞﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 高1

1512 中島　大裕 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高3
1514 中村　流斗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ルーテル学院 1721 田上　大翔 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 高3

ﾙｰﾃﾙ 高校 1718 村上　駿介 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 高3
1719 嶋田　裕太 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3
1720 田尻　直輝 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ 高3

1 昭和学院 417 中村　睦輝 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂｷ 高1
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 409 大竹　　翔 ｵｵﾀｹ ｼｮｳ 高3

410 森本　理矩 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸ 高3
413 箕輪　大輝 ﾐﾉﾜ ﾀｲｷ 高3

2 武相 658 長田　樹輔 ﾅｶﾞﾀ ｷｽｹ 高3
ﾌﾞｿｳ 高校 661 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

663 平井　　幹 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 高1
657 宮本　　要 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾒ 高3

3 早稲田実業 558 髙岡　寛大 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 557 鬼頭　秀明 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 高2

551 板場　貴大 ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3
553 雫　　琉雅 ｼｽﾞｸ ﾘｭｳｶﾞ 高3

4 鹿児島 1750 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高1
ｶｺﾞｼﾏHS 高校 1748 岩元　大秀 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ 高2

1749 中村　星斗 ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 高1
1747 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高2

5 鶴岡工業 棄権
ﾂﾙｺｳ 高校

6 霞ヶ浦 200 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 高2
ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 高校 199 野村　幸史 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 高3

202 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高2
203 齋藤　綾斗 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾄ 高1

7 九州学院 1705 荒木　元太 ｱﾗｷ ｹﾞﾝﾀ 高3
ｷｭｳｶﾞｸｺｳ 高校 1709 須藤　　颯 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾀ 高1

1707 田代健太郎 ﾀｼﾛ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
1704 原田　拓武 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾑ 高3

8 逗子開成 621 菅原　源太 ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 高2
ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校 618 高須　快晴 ﾀｶｽ ﾖｼﾊﾙ 高3

624 丸山　渓太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 高1
617 野副　　隼 ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ 高3

9 浜松市立 949 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 高2
ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 高校 951 河本　怜馬 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 高2

952 大坂　岳巳 ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ 高1
947 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 高3
Page: 3/7 Printing: 2018/08/17 10:55:03

神奈川

静  岡

加　盟

神奈川

東  京

鹿児島

山  形

茨  城

熊  本

熊  本

千  葉



第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 日本文理 846 石﨑　陽介 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 高2

ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 845 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 高2
847 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 高2
843 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高3

1 日大高 671 伊藤　　廉 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 667 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高3

668 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高2
666 齊藤　一輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 高3

2 熊谷 384 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 高1
ｸﾏｶﾞﾔｺｳ 高校 380 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 高2

381 齋藤　遥生 ｻｲﾄｳ ﾖｳｾｲ 高2
382 関矢　光汰 ｾｷﾔ ｺｳﾀ 高2

3 愛工大名電 1068 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1062 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高3

1065 志賀　勇心 ｼｶﾞ ﾕｳｼﾝ 高2
1067 奥澤　　望 ｵｸｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 高1

4 淑徳巣鴨 581 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 584 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 高1

582 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高3
583 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

5 東福岡 1639 小野　祐太 ｵﾉ ﾕｳﾀ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1640 漆間　　凜 ｳﾙﾏ ﾘﾝ 高1

1641 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 高1
1634 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高3

6 洛南 1163 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高1
ﾗｸﾅﾝ 高校 1161 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高2

1162 太田　壮優 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 高2
1159 稲多　蛍輝 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｷ 高3

7 大体大浪商 1248 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 1245 池ノ上竜也 ｲｹﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 高3

1244 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
1246 最相　秀平 ｻｲｿｳ ｼｭｳﾍｲ 高3

8 武蔵野 534 澤野　宗行 ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 533 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高3

539 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 高1
536 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 高2

9 前橋育英 248 荒木勇太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 241 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高3

242 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 高3
244 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 成田 398 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 高1

ﾅﾘﾀｺｳ 高校 395 野呂　一期 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 高3
397 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高2
396 國分　隆平 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｭｳﾍｲ 高2

1 八王子 508 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 511 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高2

516 山崎　寛史 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ 高1
513 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 高2

2 日出 597 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2
ﾋﾉﾃﾞ 高校 596 上山　裕也 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3

602 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 高1
601 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 高1

3 桃山学院 1292 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 1289 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高3

1294 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高3
1293 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高3

4 京都外大西 1179 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3
KGN 高校 1176 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高3

1175 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高3
1173 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

5 豊川 1080 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1082 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高3

1079 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高3
1075 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 高3

6 中京大中京 1040 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高3
CHUKYO 高校 1037 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高3

1038 伊藤　　巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 高3
1045 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高2

7 花咲徳栄 302 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 304 内藤　雄也 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾔ 高2

300 平間　大也 ﾋﾗﾏ ﾀﾞｲﾔ 高3
298 渡邉　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

8 長岡大手 1774 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1770 小柳　透弥 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｳﾔ 高2

823 篠田　拓海 ｼﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3
1771 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 高2

9 作新学院 221 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高3
ｻｸｼﾝｺｳｺｳ 高校 220 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高3

223 大木　拓也 ｵｵｷ ﾀｸﾔ 高1
219 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 埼玉栄 358 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 高3

ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 363 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 高2
364 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高2
360 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

1 名古屋 1027 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1020 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高3

1026 風岡　卓杜 ｶｾﾞｵｶ ﾀｸﾄ 高3
1030 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2

2 近畿大附 1348 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1341 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3

1342 長畑　好星 ﾅｶﾞﾊﾀ ｲｯｾｲ 高3
1344 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2

3 市川 1374 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 1368 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高3

1372 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
1369 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高3

4 日大豊山 569 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 568 小川　将輝 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 高1

564 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高2
560 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3

5 太成学院大高 1325 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 1324 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

1316 常原　健吾 ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
1317 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3

6 慶応 697 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1
ｹｲｵｳ 高校 686 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高3

695 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1
694 鈴木　孝輔 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 高3

7 比叡山 1152 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高3
ﾋｴｲｻﾞﾝ 高校 1151 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高3

1156 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 高1
1154 新谷　晃生 ﾆｲﾔ ｺｳｷ 高2

8 法政二 707 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 高1
ﾎｳｾｲﾆ 高校 699 川上　翔大 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀ 高3

702 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
703 神谷　琉成 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 高2

9 桐光学園 789 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 高1
ﾄｳｺｳ 高校 787 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 高1

780 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 高3
781 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 千葉商大付 434 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 高1

SHODAI 高校 435 片山　　慧 ｶﾀﾔﾏ ｹｲ 高1
437 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 高1
432 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3

1 春日部共栄 265 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 276 猪　　波音 ｲﾉ ﾅｵﾄ 高1

267 野村　奏太 ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 高3
266 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高3

2 報徳学園 1419 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 高2
ﾎｳﾄｸ 高校 1414 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高3

1415 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高3
1413 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高3

3 四條畷学園 1218 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高3
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 1225 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 高1

1222 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 高3
1223 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 高2

4 湘南工大附 634 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 626 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3

627 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
632 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

5 日大藤沢 725 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 734 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高1

721 加納　義士 ｶﾉｳ ﾁｶｼ 高3
723 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高3

6 東北 123 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 118 日笠　太地 ﾋｶﾞｻ ﾀｲﾁ 高3

119 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高3
122 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高3

7 関大北陽 1273 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1267 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高3

1268 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高3
1271 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 高3

8 飛龍 919 松森　　海 ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 923 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1

922 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高2
918 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

9 柳川 1654 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高3
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 1650 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高3

1655 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高3
1659 黒田　侑希 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 高1
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