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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 広島修道大 1306 井上　輝紀 ｲﾉｳｴ ﾃﾙｷ 大1
ｼｭｳﾀﾞｲ 大学 1304 佐多　　忠 ｻﾀ ﾀﾀﾞｼ 大1

1305 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大1
1299 中矢　晃平 ﾅｶﾔ ｺｳﾍｲ 大4

4 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 1408 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3

1407 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 大4
1410 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

5 愛知教育大 869 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 大1
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
866 古川　将史 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 大1

6 島根大 1316 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大3
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1314 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大3

1313 小高　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3
1318 平田　隆一 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 大2

7

8

9
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2組
0 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 847 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 大1
848 櫻井　雄斗 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 大1
845 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 大2

1 広島大 1343 白石　亮平 ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1344 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4

1345 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大3
1341 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4

2 東北学院大 1482 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 大2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1478 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 大3

1477 佐藤　匠悟 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 大4
1484 昆野　駿哉 ｺﾝﾉ ｼｭﾝｽｹ 大1

3 東京理科大 470 長尾　健太 ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ 大3
ﾄｳﾘｶﾀﾞｲ 大学 468 今川　雄洋 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 大4

467 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 大4
473 西川　浩司 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 大1

4 北海道大 1509 山﨑　　仁 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1503 牧　　海平 ﾏｷ ｶｲﾍｲ 大4

1510 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大2
1506 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大4

5 大阪大 1019 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大3
ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学 1021 坂本　瑞樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大3

1022 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大1
1020 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大3

6 山口大 1356 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 大3
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1361 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大1

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

7 東北大 1491 髙橋　裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 大4
ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学 1496 浅野　航佑 ｱｻﾉ ｺｳｽｹ 大2

1495 木幡　活彦 ｺﾊﾀ ｶﾂﾋｺ 大1
1497 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

8 岐阜聖徳学大 940 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 大1
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 937 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大2

938 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大2
936 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 大3

9 新潟医福大 892 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 899 千葉　海勝 ﾁﾊﾞ ﾐｶﾂ 大2

890 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大4
900 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大2
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3組
0 岡山大 1329 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大2

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1330 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大2
1324 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大3
1325 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ 大3

1 拓殖大 290 福田　滉大 ﾌｸﾀ ｺｳﾀ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 291 庄内　健登 ｼｮｳﾅｲ ｹﾝﾄ 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

2 大阪教育大 1007 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大3
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1006 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大4

1010 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2
1009 徳永　海偉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大1

3 びわこ成蹊大 1282 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ 大4
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1289 山本　将大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2

1290 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 大2
1283 西川　　翔 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 大4

4 関西大学 1229 松井　綜汰 ﾏﾂｲ ｿｳﾀ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1230 瀧本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 大2

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

5 九州共立大 1452 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大4
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1455 角田　武漢 ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ 大3

1464 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 大1
1463 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 大1

6 東京大 227 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 大4
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学 232 石井　　了 ｲｼｲ ﾘｮｳ 大1

222 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大4
226 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大4

7 立命館大 1258 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大2
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1261 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 大1

1260 深原　大誠 ﾌｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大1
1251 森田　大貴 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大3

8 東海学園大 951 矢持　郁麿 ﾔﾓﾁ ｲｸﾏ 大3
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 950 桜井　　瞭 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 大4

956 後藤　雅弥 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ 大2
953 宮元　　陵 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 大3

9 神戸大 1092 森　　圭祐 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 大4
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学 1091 山田　凌平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 大4

1093 魚住　周平 ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ 大4
1095 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大1
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4組
0 福岡大 1385 畑田　光輝 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 大3

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1386 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 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

1 青山学院大 435 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 大1
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 422 河上　大輝 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 大3

433 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 大2
434 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 大2

2 専修大 457 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 449 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大4

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 筑波大 399 赤坂　健太 ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 385 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大4

395 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大3
383 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 大4

4 明治大 353 重見　和秀 ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 354 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

343 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 大4
349 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大4

5 中央大 64 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 85 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 大1

81 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 大1
60 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大4

6 天理大学 1203 黒木　　渉 ｸﾛｷ ﾜﾀﾙ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1200 井本　海斗 ｲﾓﾄ ｶｲﾄ 大1

1188 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 大4
1192 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 大2

7 山梨学院大 727 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 723 大谷　　走 ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ 大4

724 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 大3
718 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 大4

8 同志社大 1163 小林雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1172 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 大2

1161 辻　　啓太 ﾂｼﾞ ｹｲﾀ 大4
1164 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大4

9 国士舘大 248 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 255 渡邊　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 大1

235 吉津　智司 ﾖｼﾂﾞ ｻﾄｼ 大4
236 高仲　瑠夏 ﾀｶﾅｶ ﾙｶ 大4
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5組
0 関西学院大 1043 三坂　一真 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ 大3

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1047 大谷　　洸 ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ 大2
1035 甲谷　直希 ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ 大4
1050 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大2

1 立正大 180 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 大4
ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大学 181 堀　　大地 ﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ 大3

178 志熊叶一郎 ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 大4
183 倉田　拓海 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 大1

2 順天堂大 681 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 688 柳澤　　祥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳ 大2

692 根来　智徳 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾉﾘ 大1
683 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大3

3 法政大 16 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 28 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 大1

21 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大2
24 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大2

4 中京大 791 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 782 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 大4

783 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大4
795 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大2

5 大阪体育大 975 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 983 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 大2

984 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大1
977 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大3

6 日本体育大 95 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 94 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 大4

101 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大3
93 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 大4

7 大阪国際大 1273 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 大1
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1272 宮嵜　真志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 大2

1270 吉田亘太郎 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 大3
1274 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 大1

8 帝京大 716 千葉　陸生 ﾁﾊﾞ ﾘｸｵ 大1
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 711 寒川　聖人 ｶﾝｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 大3

713 諏訪部侑吾 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 大2
712 内山　　樹 ｳﾁﾔﾏ ｲﾂｷ 大3

9 桐蔭横浜大 765 滝沢　　健 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝ 大2
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 755 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 大4

756 吉田　　考 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 大4
757 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 神奈川大 475 道喜　海成 ﾄﾞｳｷ ｶｲｾｲ 大4

ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 486 斉藤　聖隆 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大2
476 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 大4
479 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 大3

1 大阪市立大 1027 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大3
ｲﾁﾀﾞｲ 大学 1025 神岡　大己 ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ 大4

1024 高橋浩太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 大4
1028 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大2

2 慶應義塾大 191 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 192 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 大4

195 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 大2
202 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大1

3 近畿大 1129 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1105 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 大4

1100 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 大4
1123 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大2

4 早稲田大 564 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 大3
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

569 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大2
572 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大1

5 東洋大 534 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 539 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大1

537 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大1
526 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3

6 日本大 600 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 591 木下　海生 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 大4

614 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大1
590 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大4

7 東海大 661 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 653 清水　智哉 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 大2

638 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大4
643 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大4

8 鹿屋体育大 1431 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1426 脇園　　樹 ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ 大4

1432 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 大3
1427 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 大4

9 立教大 323 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 309 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 大4

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