
男子 女子
３ｍ 10m ３ｍ 10m

No 氏名 所属 No 氏名 所属 No 氏名 所属 No 氏名 所属

1 坂田 慈央 取手二高 1 西田 玲雄 近畿大学/大阪水泳学校 1 近藤 花菜 群馬DC 1 近藤 花菜 群馬DC

2 岡本 宗 栃木ＤＣ 2 金子 舜汰 ｾﾝﾄﾗﾙ/早稲田大学 2 山崎 佳蓮 高知ＳＣ/高知商業 2 山崎 佳蓮 高知ＳＣ/高知商業

3 坂井 丞 ミキハウス 3 櫻井 優 長岡ＤＣ 3 漆間 陽波乃 日本体育大 3 漆間 陽波乃 日本体育大

4 金子 舜汰 ｾﾝﾄﾗﾙ/早稲田大学 4 井戸畑 和馬 大阪水泳学校 4 西沢 明歩 日本体育大 4 西沢 明歩 日本体育大

5 遠藤 拓人 JOC  EA 5 片岡 龍之介 コンセント 5 若林 佑希子 日本体育大 5 若林 佑希子 日本体育大

6 千歩 純一 KDC 6 坂田 慈央 取手二高 6 長澤 明生 日本体育大 6 長澤 明生 日本体育大

7 長谷川 英治 長野DC 7 坂田 麗鳳 富山国際大付 7 宮本 葉月 近畿大学/高知SC 7 宮本 葉月 近畿大学/高知SC

8 長谷川 寛人 長岡ＤＣ 8 村上 和基 三重県体協 8 北村 夢 茨城 8 永木 夏奈 霞ヶ浦

9 櫻井 優 長岡ＤＣ 9 萩田 拓馬 静岡ビル保善 9 榎本 遼香 栃木ＤＣ 9 熊木 蘭 群馬DC

10 荒木 宥図 ＮＳＰ 10 大塚 千誠 静岡ビル保善 10 長谷山 奈優 川口市立 10 安田 舞 JOC  EA

11 坂田 麗鳳 富山国際大付 11 岡島 太一 ｾﾝﾄﾗﾙ 11 安丸 和華 川口 SC 11 板橋 美波 ＪＳＳ宝塚

12 二羽 倖駕 小松DC 12 大久保 柊 昭和化学/東京SC 12 渋沢 小哉芳 ｾﾝﾄﾗﾙ 12 荒井 祭里 ＪＳＳ宝塚

13 杉本 琉音 小松DC 13 太田 瑠輝 福山平成大学 13 金戸 華 ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学 13 宮田 衣布紀 日本体育大

14 片岡 龍之介 コンセント 14 山田 周汰 筑波大 14 金戸 凜 ｾﾝﾄﾗﾙ/目黒日大高 14 岩佐 美理香 早稲田大/東京SC

15 井戸畑 和馬 大阪水泳学校/常翔学園高校 15 金戸 快 ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学 15 伊熊 柚葉 浜松学院高

16 後藤 啓佑 神辺ＳＰＣ 16 伊熊 扇李 ＪＳＳ宝塚/浜松学院中 16 千葉 真央 浜松学院高

17 山本 馨 大分DC/別府翔青高校 17 柴 大翔 ジョイフル 17 三上 紗也可 米子DC

18 佐々木 康平 日本体育大 18 玉井 陸斗 ＪＳＳ宝塚 18 森岡 さくら 生光学園

19 竹下 颯人 日本体育大 19 望月 来華 大分ＤＣ

20 伊藤 洸輝 日本大 20 藤原 ゆりの 立命館大学

21 西田 玲雄 近畿大学/大阪水泳学校

22 須山 晴貴 島根大学 ※表示されている順序は演技順ではありません。



男子 女子
10mSy 3mSy

No 氏名 所属 No 氏名 所属

伊藤 洸輝 日本大学 金戸 華 ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学

村上和基 三重県体協 渋沢小哉芳 セントラル

萩田 拓馬 静岡ビル保善 榎本 遼香 栃木ＤＣ

岡島 太一 セントラルスポーツ(株) 宮本葉月 近畿大学/高知SC

金戸 快 ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学 金戸 凜 ｾﾝﾄﾗﾙ/目黒日大高

井戸畑和馬 大阪水泳学校/常翔学園高校 安田舞 JOC EA

金子 舜汰 ｾﾝﾄﾗﾙ/早稲田大学

西田玲雄 近畿大学/大阪水泳学校 10mSy

伊熊扇李 ＪＳＳ宝塚/浜松学院中 No 氏名 所属

玉井陸斗 ＪＳＳ宝塚 荒井祭里

板橋美波

※表示されている順序は演技順ではありません。
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