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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 立命館 645 清本　将来 ｷﾖﾓﾄ ﾀｽｸ 中2

ﾘﾂﾒｲﾁｭｳ 中学 646 山口　遥穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ 中1
643 並河　航希 ﾅﾐｶﾜ ｺｳｷ 中3
644 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 中3

1 東邦大東邦 195 小野塚唯斗 ｵﾉﾂﾞｶ ﾕｲﾄ 中3
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌ 中学 200 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 中2

197 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 中3
194 伊藤　一哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 中3

2 松任 496 砂田　昇哩 ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳﾘ 中2
ﾏｯﾄｳﾁｭｳ 中学 497 村上智羽也 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ 中1

494 越村　徳郁 ｺｼﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 中3
495 丸木　悠生 ﾏﾙｷ ﾕｳ 中2

3 富塚 540 三木　航平 ﾐｷ ｺｳﾍｲ 中3
ﾄﾐﾂｶ 中学 539 平山　貴統 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾙ 中3

536 山口　晏空 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｸｱ 中3
537 山﨑　奏楽 ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 中3

4 西那須野 68 磯　　英祥 ｲｿ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 中3
ﾆｼﾅｽﾉ 中学 65 川原　　育 ｶﾜﾊﾗ ﾊｸﾞﾐ 中3

70 阿部　匠真 ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 中1
69 佐藤　湧大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

5 郡山第七 37 田中　佳祐 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 中3
ｺｵﾘﾔﾏ7 中学 42 田中　優祐 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 中2

41 中林奏太朗 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾛｳ 中2
38 帆刈　万皓 ﾎｶﾞﾘ ﾏﾋﾛ 中3

6 川内南 917 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 中3
ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ 中学 918 有元　愛凌 ｱﾘﾓﾄ ｱｲﾘ 中2

920 井ノ下直弥 ｲﾉｼﾀ ﾅｵﾔ 中2
921 坊野　吾大 ﾎﾞｳﾉ ｺﾞﾀﾞｲ 中1

7 泉 30 髙橋　　黎 ﾀｶﾊｼ ﾚｲ 中3
ｲｽﾞﾐ 中学 27 瀧田　洸宇 ﾀｷﾀ ｺｳ 中3

29 金田凌太朗 ｶﾈﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中3
28 斎藤　空知 ｻｲﾄｳ ｿﾗﾁ 中3

8 小中台 177 白岩　凜恩 ｼﾗｲﾜ ﾘｵﾝ 中3
ｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 178 荘司　琉翔 ｼｮｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 中3

180 長谷部　匠 ﾊｾﾍﾞ ﾀｸﾐ 中2
181 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 北星 509 舘　明紀仁 ﾀﾁ ｱｷﾋﾄ 中3

ﾎｸｾｲ 中学 511 鈴木　陸真 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾏ 中3
510 高井　亮太 ﾀｶｲ ﾘｮｳﾀ 中3
512 鈴木　健晟 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 中3

1 鹿本 305 本田　智也 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 中3
ｼｶﾓﾄ 中学 308 米山　和貴 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ 中1

307 永島　　楓 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 中2
306 堀　　敬裕 ﾎﾘ ｹｲｽｹ 中2

2 三木 832 寺尾　温大 ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ 中2
ﾐｷﾁｭｳ 中学 833 安田　拓哉 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 中2

831 山岡　裕明 ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ 中3
834 岡崎　真也 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝﾔ 中2

3 五井 213 久保　翔希 ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ 中3
ｺﾞｲ 中学 214 藤川　恭輔 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳｽｹ 中3

211 新井　陽向 ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ 中3
212 鈴木　光瑠 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中3

4 暁星 219 櫻井　俊作 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ 中1
ｷﾞｮｳｾｲ 中学 217 岩瀬　侑晟 ｲﾜｾ ﾕｳｾｲ 中2

216 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中3
218 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 中2

5 総社東 799 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中3
ｿｳｼﾞｬﾋｶﾞ 中学 802 疋田　隼也 ﾋｷﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 中1

800 大賀　翔真 ｵｵｶﾞ ｼｮｳﾏ 中3
801 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 中2

6 日大第三 242 稲毛　巳楓 ｲﾅｹﾞ ｲﾌﾞｷ 中2
ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学 238 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

243 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 中1
239 中谷　志優 ﾅｶﾔ ｼﾕｳ 中3

7 香芝北 773 藤井　陽太 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 中2
ｶｼﾊﾞｷﾀ 中学 771 吉見　　翼 ﾖｼﾐ ﾂﾊﾞｻ 中3

774 萱　　琉馬 ｶﾔ ﾘｭｳﾏ 中2
772 蓬莱　璃久 ﾎｳﾗｲ ﾘｸ 中3

8 県立松山西 853 窪田　雄斗 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 中3
ﾏﾂﾔﾏﾆｼﾁｭ 中学 852 坂口　颯馬 ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ 中3

855 野田旺太郎 ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ 中2
851 髙須賀壮太 ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ 中3

9 結城東 51 松本　尚樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 中3
ﾕｳｷﾋｶﾞｼ 中学 54 鈴木　昊壽 ｽｽﾞｷ ｿﾗﾋｻ 中2

53 須藤　凛大 ｽﾄｳ ﾘﾝﾀ 中3
52 小谷野凱登 ｺﾔﾉ ｶｲﾄ 中3
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3組
0 春日部共栄 105 和泉　有亮 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 中3

ｷｮｳｴｲ 中学 104 小出　青空 ｺｲﾃﾞ ｿﾗ 中3
106 油井竜太郎 ﾕｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中2
103 鈴木ひかる ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中3

1 境川 624 奥村　一敬 ｵｸﾑﾗ ｲｯｹｲ 中3
ｻｶｲｶﾞﾜ 中学 623 大塚　健記 ｵｵﾂｶ ｹﾝｷ 中3

628 丸山　小鉄 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾃﾂ 中2
625 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中3

2 高志中等 483 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 中3
ｺｳｼﾁｭｳﾄｳ 中学 482 高橋　叶和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ 中3

481 上之山　匠 ｳｴﾉﾔﾏ ｼｮｳ 中3
484 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 中3

3 大体大浪商 678 井手隆士朗 ｲﾃﾞ ﾘｭｳｼﾛｳ 中3
ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ 中学 680 伐栗　凰佑 ｷﾘｸﾘ ｵｳｽｹ 中2

677 西村　祐里 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ 中3
676 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 中3

4 日大豊山 228 寒河江泰成 ｻｶﾞｴ ﾀｲｾｲ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 224 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中3

227 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 中3
225 満園　　瑛 ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ 中3

5 小針 166 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 中3
ｲﾅｺﾊﾞﾘ 中学 168 西潟　崚大 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 中2

169 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 中1
167 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 中3

6 高松北 837 中瀬　　駿 ﾅｶｾ ｼｭﾝ 中3
ﾀｶﾏﾂｷﾀ 中学 838 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ 中3

839 杉田　　優 ｽｷﾞﾀ ﾕｳ 中2
840 北村　昂大 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 中2

7 宮内 456 田中　　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 中3
ﾐﾔｳﾁ 中学 453 高木　弥瑠 ﾀｶｷ ﾜﾀﾙ 中3

454 小口　　輝 ｵｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 中3
455 溝手　光稀 ﾐｿﾞﾃ ﾐﾂｷ 中3

8 紀之川 782 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中3
ｷﾉｶﾜ 中学 783 東山　周史 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 中2

780 湯川　将気 ﾕｶﾜ ｼｮｳｷ 中3
781 西本　翔太 ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中3

9 山鹿 896 辻　　大地 ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ 中1
ﾔﾏｶﾞ 中学 893 佐藤　由然 ｻﾄｳ ﾕｳｾﾞﾝ 中3

894 福原　悠大 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
892 後藤　良誓 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
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4組
0 宮城教大附属 17 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3

ﾐﾔｷｮｳ 中学 21 髙橋　零生 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 中2
19 上原　伊入 ｳｴﾊﾗ ｲｼｵ 中3
16 吉田　楓音 ﾖｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 中3

1 神戸長坂 759 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 中2
ｺｳﾍﾞﾅｶﾞｻ 中学 758 藤澤　明輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 中2

756 上根　秀斗 ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ 中3
757 日下　竜成 ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ 中3

2 長岡南 450 上村祐太朗 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾐﾅﾐ 中学 452 相﨑　隆成 ｱｲｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中2

449 辻本　栄人 ﾂｼﾞﾓﾄ ｴｲﾄ 中2
451 相澤　宙央 ｱｲｻﾞﾜ ｿﾗ 中2

3 甲山 580 朝倉　悠斗 ｱｻｸﾗ ﾕｳﾄ 中3
ｺｳｻﾞﾝ 中学 583 加藤　晴陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 中2

582 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中3
581 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中3

4 陽南 76 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中3
ﾖｳﾅﾝ 中学 77 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 中2

73 設樂　一帆 ｼﾀﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 中3
75 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中3

5 両国 246 鈴木　明太 ｽｽﾞｷ ﾒｲﾀ 中3
ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 248 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中3

251 岡田　凌平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2
247 石坂　瑠惟 ｲｼｻﾞｶ ﾙｲ 中3

6 川和 368 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 中2
ｶﾜﾜ 中学 367 木所　浬夢 ｷﾄﾞｺﾛ ﾘﾑ 中2

364 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中3
369 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 中1

7 江陽 412 大塚　　心 ｵｵﾂｶ ｼﾝ 中2
ｺｳﾖｳ 中学 415 大幸　寛知 ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ 中1

410 古木　健太 ﾌﾙｷ ｹﾝﾀ 中3
411 大木　琢生 ｵｵｷ ﾀｸﾐ 中3

8 神奈川 330 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 中学 329 前田　　柊 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ 中3

332 大木　悠也 ｵｵｷ ﾕｳﾔ 中3
334 上野　　元 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 中2

9 八王子 125 三角　一汰 ﾐｽﾐ ｲｯﾀ 中3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 中学 124 生方　零音 ｳﾌﾞｶﾀ ﾚﾉﾝ 中3

126 渋谷　陽悠 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾕｳ 中3
127 清水　魁仁 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 中2
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