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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 和歌山 800 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大3
ﾜｶﾔﾏ 799 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 大4

798 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
796 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ

2 北海道 5 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 2 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ

1 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ
7 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 大1

3 大　阪 694 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ
ｵｵｻｶ 696 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大4

697 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 大3
693 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ

4 新  潟 437 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ
ﾆｲｶﾞﾀ 434 長谷川卓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

439 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大3
440 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 大3

5 宮  城 69 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大3
ﾐﾔｷﾞ 大学 68 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大3

67 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大4
70 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 大1

6 愛　媛 905 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ
ｴﾋﾒ 904 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ

909 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大2
906 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ

7 静　岡 509 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 510 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

511 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ
513 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大1

8 埼  玉 228 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大3
ｻｲﾀﾏ 大学 224 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大4

227 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大4
226 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 大4
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2組
0 兵  庫 734 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大3

ﾋｮｳｺﾞ 大学 738 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 大1
735 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大3
736 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 大2

1 京　都 656 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ
ｷｮｳﾄ 659 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大2

661 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 大1
657 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2 三　重 594 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ
ﾐｴ 593 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ

599 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大3
595 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大4

3 愛　知 555 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 大4
ｱｲﾁ 550 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ

552 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ
553 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ

4 神奈川 346 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 341 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ

345 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大3
348 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ 大1

5 東　京 304 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大2
ﾄｳｷｮｳ 299 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

302 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ
301 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ

6 鹿児島 1057 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ
ｶｺﾞｼﾏ 1054 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ

1053 坂口　智悟 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓｻﾄ
1056 佐貫　省吾 ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ

7 岡　山 820 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ
ｵｶﾔﾏ 823 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大3

825 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 大1
822 宗光　和希 ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ 大4

8 茨  城 134 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ
ｲﾊﾞﾗｷ 136 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大4

138 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大3
137 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大3
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