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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 東洋大 526 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 520 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大4

535 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 大1
528 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大3

4 広島大 1344 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1341 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4

1346 住吉　勇樹 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ 大3
1348 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大1

5 広島修道大 1305 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大1
ｼｭｳﾀﾞｲ 大学 1299 中矢　晃平 ﾅｶﾔ ｺｳﾍｲ 大4

1307 高橋　孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 大1
1303 森近　亮介 ﾓﾘﾁｶ ﾘｮｳｽｹ 大2

6

7

8

9
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2組
0 大阪教育大 1012 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大1

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1010 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2
1006 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大4
1009 徳永　海偉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大1

1 至学館大 850 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 大1
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 845 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 大2

846 平野　圭佑 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 大2
847 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 大1

2 島根大 1313 小高　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1320 松本　　海 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ 大1

1316 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大3
1318 平田　隆一 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 大2

3 東北福祉大 1526 遠藤　大翔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 大2
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 1527 大和田稜太 ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大1

1523 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 大2
1521 上原　　蓮 ｳｴﾊﾗ ﾚﾝ 大3

4 山口大 1361 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大1
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1357 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大2

1359 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 大2
1358 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 大3

5 東北大 1498 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大1
ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学 1497 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

1494 杉山　成実 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ 大3
1493 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大2

6 東北学院大 1480 赤坂　武蔵 ｱｶｻｶ ﾑｻｼ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1482 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 大2

1478 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 大3
1484 昆野　駿哉 ｺﾝﾉ ｼｭﾝｽｹ 大1

7 岐阜聖徳学大 931 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大4
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 936 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 大3

938 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大2
937 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大2

8 愛知教育大 867 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 大2
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 865 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

868 松井　彰太 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 大1
864 半田　将也 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 大4

9 九州大 1411 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大2
ｷｭｳﾀﾞｲ 大学 1406 小田　尚也 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 大4

1408 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3
1410 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3
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3組
0 九州共立大 1463 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 大1

ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1465 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 大1
1461 森田　幸佑 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 大1
1457 川添　雄貴 ｶﾜｿｴ ﾕｳｷ 大2

1 甲南大 1089 山本康司郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 大1
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1088 橘　　大夢 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 大2

1084 白田　誠治 ｼﾛﾀ ｾｲｼﾞ 大4
1086 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 大3

2 金沢大 881 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 大2
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学 880 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 大2

879 髙木　翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 大3
878 安井　康平 ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ 大4

3 立命館大 1251 森田　大貴 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1252 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 大3

1258 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大2
1249 益満　　遼 ﾏｽﾐﾂ ﾘｮｳ 大4

4 北海道大 1510 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1507 佐々木建晟 ｻｻｷ ｹﾝｾｲ 大2

1511 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大1
1508 宮村　元希 ﾐﾔﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 大3

5 拓殖大 295 新田見　優 ﾆﾀﾐ ﾕｳ 大1
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 292 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 大2

289 友常　　潤 ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ 大3
283 村上　　豪 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ 大4

6 岡山大 1324 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1329 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大2

1331 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大2
1325 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ 大3

7 愛知大 837 宮地　　輝 ﾐﾔﾁ ﾋｶﾙ 大2
ｱｲﾁﾀﾞｲ 大学 834 濱野　天暢 ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 大4

838 伊藤　玄起 ｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 大1
836 三輪　亮介 ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 大3

8 立正大 183 倉田　拓海 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 大1
ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大学 180 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 大4

182 古本　　怜 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ 大2
178 志熊叶一郎 ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 大4

9 新潟医福大 890 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 900 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大2

905 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大1
904 野極　陽向 ﾉｷﾞﾜ ﾋﾅﾀ 大1
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4組
0 東海大 643 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大4

ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 638 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大4
637 原　　航平 ﾊﾗ ｺｳﾍｲ 大4
659 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大1

1 東京大 226 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大4
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学 222 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大4

225 秋野　広佑 ｱｷﾉ ｺｳｽｹ 大4
223 市川将太朗 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4

2 専修大 451 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 457 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大1

455 門脇　　翔 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ 大2
446 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 大4

3 神奈川大 485 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 479 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 大3

488 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大2
477 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 大4

4 明治大 349 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 371 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大1

366 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 大1
358 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大2

5 山梨学院大 717 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 718 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 大4

720 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 大4
729 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 大2

6 近畿大 1123 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1110 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大3

1100 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 大4
1109 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 大3

7 大阪市立大 1028 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大2
ｲﾁﾀﾞｲ 大学 1029 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大2

1026 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大3
1030 中川　大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大1

8 立教大 320 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 315 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大3

312 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 大3
321 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 大2

9 びわこ成蹊大 1286 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 大3
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1283 西川　　翔 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 大4

1288 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 大2
1290 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 大2
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5組
0 桐蔭横浜大 757 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 大4

ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 762 柳沢　駿成 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾅﾘ 大3
760 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大3
761 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ 大3

1 福岡大 1388 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1380 宗光　和希 ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ 大3

1393 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大1
1382 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大3

2 大阪体育大 977 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 991 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大1

972 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大4
970 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大4

3 筑波大 383 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 388 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大4

389 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 大4
395 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大3

4 早稲田大 572 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 562 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大4

565 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 大2
560 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 大4

5 日本大 614 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 593 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 大3

598 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 大3
590 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大4

6 順天堂大 684 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 683 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大3

682 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 大4
686 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大2

7 関西大学 1223 井上奈央也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1234 大迫　知永 ｵｵｻｺ ﾄﾓﾉﾌﾞ 大2

1231 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大2
1233 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 大2

8 帝京大 713 諏訪部侑吾 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 大2
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 714 吉岡　聖流 ﾖｼｵｶ ｻﾄﾙ 大2

710 福山　渓介 ﾌｸﾔﾏ ｹｲｽｹ 大4
709 柏木　勇人 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾄ 大4

9 鹿屋体育大 1427 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1435 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大2

1433 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大3
1438 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 青山学院大 423 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大4

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 427 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大4
434 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 大2
433 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 大2

1 天理大学 1192 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 大2
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1194 山川　　凱 ﾔﾏｶﾜ ｶｲ 大2

1187 菱川　真志 ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ 大4
1193 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 大2

2 慶應義塾大 194 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 202 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大1

195 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 大2
203 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 大1

3 中央大 66 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 68 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 大3

83 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大1
60 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大4

4 中京大 800 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 795 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大2

802 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大1
778 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大4

5 日本体育大 93 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 101 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大3

118 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 大1
117 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 大1

6 法政大 24 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 23 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大2

3 田中洸太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大4
17 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 大3

7 同志社大 1164 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1170 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 大3

1167 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 大3
1174 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大1

8 関西学院大 1050 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1055 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大1

1043 三坂　一真 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ 大3
1044 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大3

9 国士舘大 250 平野勝汰朗 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 259 戸田　和弥 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大1

260 髙木　研人 ﾀｶｷ ｹﾝﾄ 大1
236 高仲　瑠夏 ﾀｶﾅｶ ﾙｶ 大4
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