
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. 54 男子   4x200m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  7:18.59
大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 小樽潮陵 58 堤　　悠人 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ 高2

ﾁｮｳﾘｮｳ 高校 1768 中村　裕導 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ 高1
1765 佐々田泰地 ｻｻﾀﾞ ﾀｲﾁ 高2
1763 佐藤　慶明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 高3

1 高知 1593 西山　湧也 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3
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
1595 濵田雄一朗 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

2 高松工芸 1522 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 高3
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 1525 長尾　祥伍 ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｺﾞ 高2

1523 片山慎之助 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 高3
1524 小松　俊之 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 高2

3 札幌大谷 27 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高3
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

36 藤原　光瑠 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 高2
30 髙橋　康生 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 高2

4 金沢学院 891 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 高3
ｶﾅｻﾞﾜｶﾞｸ 高校 892 松村　幸哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾔ 高2

890 水田　修平 ﾐｽﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 高3
893 木下　修平 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 高2

5 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 1457 小林　功典 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 高3

1458 山王　　颯 ｻﾝｵｳ ﾊﾔﾃ 高3
1460 奥村　一揮 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2

6 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

1514 中村　流斗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 高2
1512 中島　大裕 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高3

7 八幡浜 1570 下田　　嶺 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1574 大福　樹生 ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ 高1

1571 谷山　　悠 ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ 高1
1572 久米　崇汰 ｸﾒ ｿｳﾀ 高1

8 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

10 眞鍋　瑠斗 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 高2
9 石﨑　雄大 ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

9
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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. 54 男子   4x200m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  7:18.59
大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 愛工大名電 1062 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高3

ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1068 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1
1065 志賀　勇心 ｼｶﾞ ﾕｳｼﾝ 高2
1064 小久保三四朗 ｺｸﾎﾞ ｻﾝｼﾛｳ 高2

1 市立沼田 1488 森政　祥人 ﾓﾘﾏｻ ﾖｼﾄ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 1491 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 高2

1490 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 高2
1486 濱野　史龍 ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ 高3

2 帝京大可児 1138 兼松　洋佑 ｶﾈﾏﾂ ﾖｳｽｹ 高3
ﾃｲｷｮｳｶﾆ 高校 1140 松田　響輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 高2

1141 峰尾　　迅 ﾐﾈｵ ｼﾞﾝ 高2
1142 前川拳史朗 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾛｳ 高1

3 浜名 973 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高2
ﾊﾏﾅ 高校 974 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 高2

972 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 高2
970 湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ 高2

4 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 947 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 高3

952 大坂　岳巳 ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ 高1
948 野寄　恭右 ﾉﾖﾘ ｷｮｳｽｹ 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 449 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高3

452 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高1
450 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 高3

6 関大北陽 1267 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1270 大迫　承巧 ｵｵｻｺ ﾂｸﾞﾖｼ 高3

1271 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 高3
1276 浦上　天良 ｳﾗｶﾞﾐ ｿﾗ 高1

7 西城陽 1206 塩川　瑛介 ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1207 山本　陸哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾔ 高2

1204 谷口　翔哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 高3
1203 今村　幸樹 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ 高3

8 千葉商大付 432 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3
SHODAI 高校 435 片山　　慧 ｶﾀﾔﾏ ｹｲ 高1

434 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 高1
437 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 高1

9 駿台甲府 794 小林　俊尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ 高3
ｽﾝﾀﾞｲｺｳﾌ 高校 797 稲岡　雄介 ｲﾅｵｶ ﾕｳｽｹ 高1

795 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 高2
796 間瀬　太善 ﾏｾ ﾀｲｾﾞﾝ 高1
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スタートリスト

競技No. 54 男子   4x200m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  7:18.59
大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 中越 859 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 高1

ﾁｭｳｴﾂ 高校 858 櫻井　　空 ｻｸﾗｲ ｿﾗ 高1
853 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高2
854 皆川　隼人 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高2

1 大体大浪商 1249 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 高2
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 1244 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3

1247 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高3
1248 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 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
383 北村　駿介 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1

3 武南 341 渡辺　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 336 梶原　悠希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 高3

338 千種　　樹 ﾁｸﾞｻ ｲﾂｷ 高3
344 小笠原快斗 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｲﾄ 高1

4 尾鷲 1113 小川　玲雄 ｵｶﾞﾜ ﾚｵ 高3
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 1121 大山　仁大 ｵｵﾔﾏ ｼﾞﾝﾀﾞｲ 高1

1119 関口　凌聖 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 高2
1118 谷口　　奨 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 高2

5 日出 601 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 高1
ﾋﾉﾃﾞ 高校 597 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2

602 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 高1
595 浅野　　健 ｱｻﾉ ｹﾝ 高3

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

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

7 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 614 杉原　康平 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ 高3

617 野副　　隼 ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ 高3
619 寺島　俊結 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ 高2

8 山形中央 167 佐藤駿乃介 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾉｽｹ 高3
ﾔﾏﾁｭｳｵｳ 高校 168 佐藤　恵斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 高3

169 山口　　将 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 高3
166 石川　雷稀 ｲｼｶﾜ ﾗｲｷ 高3

9 日本文理 843 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 841 村中　　薫 ﾑﾗﾅｶ ｶｵﾙ 高3

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
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スタートリスト

競技No. 54 男子   4x200m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  7:18.59
大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 常翔学園 1306 橋口　豪太 ﾊｼｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ 高2

JOSHO 高校 1308 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高2
1309 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 高1
1304 武田健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

1 東福岡 1633 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高3
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1638 岡崎　拓夢 ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾑ 高2

1641 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 高1
1636 冨田遼太郎 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

2 東北学院 111 猪狩　達哉 ｲｶﾞﾘ ﾀﾂﾔ 高3
ｶﾞｸｲﾝ 高校 112 佐藤　温仁 ｻﾄｳ ｱﾂﾋﾄ 高3

110 髙橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 高3
114 菅野　拓海 ｶﾝﾉ ﾀｸﾐ 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 1376 北川　　凜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ 高1

1373 楠田　将也 ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 高2
1372 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2

4 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

1688 野田　京聖 ﾉﾀﾞ ｷｮｳｾｲ 高2
1689 加藤　律希 ｶﾄｳ ﾘﾂｷ 高2

5 前橋育英 244 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高3
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 240 綿貫　慶吾 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ 高3

242 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 高3
241 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高3

6 八王子 511 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 507 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 高3

519 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 高1
513 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 高2

7 東邦 1018 伴　亮太朗 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1016 萩原　拓海 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 高3

1019 浅野　凪都 ｱｻﾉ ﾅｷﾞﾄ 高1
1015 早矢仕幸佑 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 高3

8 花咲徳栄 298 渡邉　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 302 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 高2

304 内藤　雄也 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾔ 高2
299 佐藤　流雲 ｻﾄｳ ﾊﾙﾓ 高3

9 ルーテル学院 1720 田尻　直輝 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ 高3
ﾙｰﾃﾙ 高校 1721 田上　大翔 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 高3

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
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スタートリスト

競技No. 54 男子   4x200m   フリーリレー   予選   7組 高校記録  7:18.59
大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 霞ヶ浦 199 野村　幸史 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 高3

ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 高校 200 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 高2
202 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高2
201 横谷　博輝 ﾖｺﾀﾆ ﾋﾛｷ 高2

1 法政二 702 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 699 川上　翔大 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀ 高3

704 髙田　泰成 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高2
705 松村　碧映 ﾏﾂﾑﾗ ｱｵﾊﾞ 高2

2 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 1021 須藤　大地 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 高3

1032 長谷川　盾 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
1028 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 高2

3 飛龍 919 松森　　海 ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 915 佐々木龍希 ｻｻｷ ﾘｭｳｷ 高3

920 中森　　成 ﾅｶﾓﾘ ｾｲ 高2
918 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

4 桃山学院 1294 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 1293 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高3

1291 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高3
1292 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3

5 豊川 1079 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1084 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高3

1082 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高3
1075 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 高3

6 京都外大西 1182 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1
KGN 高校 1179 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3

1183 萩原　涼介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高1
1173 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

7 東北 123 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 122 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高3

118 日笠　太地 ﾋｶﾞｻ ﾀｲﾁ 高3
121 勝田　凌平 ｶﾂﾀ ﾘｮｳﾍｲ 高3

8 九産大九州 1607 野元　一真 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 高3
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 1610 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 高2

1609 堀内　健裕 ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾋﾛ 高3
1612 金川　直樹 ｶﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ 高2

9 早稲田実業 554 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 高2
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

555 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 高2
556 岡本　健吾 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 作新学院 223 大木　拓也 ｵｵｷ ﾀｸﾔ 高1

ｻｸｼﾝｺｳｺｳ 高校 221 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高3
220 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高3
218 長山　達貴 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂｷ 高3

1 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 1421 上口　紘平 ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 高2

1414 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高3
1413 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高3

2 近畿大附 1341 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1347 加藤　睦也 ｶﾄｳ ﾁｶﾔ 高1

1344 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2
1348 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高1

3 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 731 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 高1

733 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 高1
727 貝塚　将基 ｶｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 高2

4 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

1317 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3
1322 浦田　悠介 ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ 高3

5 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

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

6 長岡大手 824 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 823 篠田　拓海 ｼﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3

1770 小柳　透弥 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｳﾔ 高2
1772 吉田　蒼波 ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 高1

7 中京大中京 1038 伊藤　　巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 高3
CHUKYO 高校 1037 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高3

1039 久慈　大翔 ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ 高3
1045 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高2

8 柳川 1650 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高3
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 1659 黒田　侑希 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 高1

1657 平川　真成 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾙ 高2
1655 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高3

9 昭和学院 411 小部　千春 ｵﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高3
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 410 森本　理矩 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸ 高3

415 山本　剛生 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｷ 高2
413 箕輪　大輝 ﾐﾉﾜ ﾀｲｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 比叡山 1151 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高3

ﾋｴｲｻﾞﾝ 高校 1155 河田　結人 ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ 高2
1152 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高3
1157 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1

1 須磨学園 1388 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1393 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 高2

1394 北村　祥瑛 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 高2
1392 近谷　優毅 ｺﾝﾔ ﾕｳｷ 高2

2 埼玉栄 360 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 359 伊藤　海成 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 高3

356 加藤大志朗 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高3
364 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高2

3 四條畷学園 1225 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 高1
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 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
1220 原　　尚稔 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 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 566 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

561 西口　大河 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高3
560 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3

5 湘南工大附 637 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 634 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2

630 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高2
627 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 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 685 岡﨑　慶多 ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ 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 春日部共栄 275 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1
ｷｮｳｴｲ 高校 265 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3

277 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 高1
266 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高3

8 武蔵野 537 山田　晃誠 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 539 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 高1

534 澤野　宗行 ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ 高3
536 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 高2

9 桐光学園 779 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾄｳｺｳ 高校 781 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3

783 岡本　大翔 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 高2
780 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 高3
Page: 7/7 Printing: 2018/08/19 9:43:08

埼  玉

東  京

神奈川

加　盟

兵  庫

埼  玉

大  阪

東  京

神奈川

神奈川

滋  賀


