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水路 加盟 登録No 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

1組
1
2
3 学関東 376 佐藤　　颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 法政大学 大4 2:05.57
4 学関東 481 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 早稲田大学 大4 2:03.55
5 神奈川 190 スコット龍海 ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ 湘南工大附高/林水泳教室 高3 2:05.31
6 神奈川 198 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ ヨコハマＳＣ/明治大学 大2
7
8

2組
1 神奈川 207 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜   /日大藤沢高校 高1 2:03.33
2 神奈川 222 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ イトマン港北/青山学院大学 大3 2:02.42
3 埼  玉 49 入江　秀行 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ｽｳｨﾝふじみ野/春日部共栄高 高2 2:02.18
4 神奈川 235 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ＪＦＥ京浜 2:02.12
5 学関西 587 志水　建斗 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 甲南大学 大2 2:02.17
6 学関東 425 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 明治大学 大1 2:02.25
7 学関東 523 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大学 大4 2:02.75
8 埼  玉 33 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ アテナＡＭＣ/武南高校 高3 2:03.44

3組
1 学中部 547 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中京大学 大1 2:01.92
2 栃  木 17 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｽｳｨﾝ宇都宮 高2 2:01.27
3 大  阪 335 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大4 1:59.52
4 東  京 105 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドームＳ/明治大学 大2 1:58.30
5 神奈川 247 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ ここトラ 1:59.05
6 東  京 162 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ キッコーマン 2:00.72
7 学関東 505 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 日本大学 大3 2:01.51
8 学関東 517 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大学 大4 2:02.10

4組
1 神奈川 212 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高3 2:01.70
2 大  阪 336 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ イトマン近大 大3 2:00.95
3 神奈川 248 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ ここトラ 1:59.52
4 神奈川 223 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日本大学 大1 1:58.11
5 学中部 531 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大学    /伊東ＳＳ 大4 1:58.84
6 東  京 80 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 2:00.46
7 学関東 486 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大学 大3 2:01.35
8 学関東 449 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川大学 大2 2:02.02

5組
1 学関東 488 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大学 大2 2:01.57
2 神奈川 197 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大4 2:00.87
3 千  葉 65 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学 大2 1:59.11
4 東  京 114 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ イトマン東進 1:57.81
5 愛  知 297 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ ガスワン    /サイサン 1:58.54
6 学関東 385 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学 大4 2:00.42
7 埼  玉 26 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 自衛隊      /ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ 2:01.31
8 学関東 515 勝又　悠起 ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｷ 日本大学 大1 2:01.97
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