
水泳日本代表オフィシャルパートナー 水泳日本代表オフィシャルスポンサー

公式計時パートナー オフィシャルサプライヤー 大会スポンサー

【 10km男子スタートリスト】

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

【 10km女子スタートリスト】

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 山田　奈子 新潟医福大

久斗　奈々 姫路商／ＳＵＮ加西

小池　優媛 日本体育大

平野由里子 新潟医福大

本間　美優 日大山形／セントラル東根

内田　真樹 武庫川女子大／ＰＨＯＥＮＩ

笠原　瑠南 中京大／枚方ＳＳ

坂本　晴野 近畿大学

松下奈那香 中京大

山本こゆき 京都外大西高／イトマン京都

椎名　桃子 中京大

蝦名　愛梨 日本体育大

伊藤里香奈 アクラブ調布

岩渕　立歩 湘南工大附／ＳＰホウトク

若井亜由梨 春日部共栄

石川　優希 アクラブ調布

守友　晃子 スウィンみよし／武南

宮田　沙依 オーシャンナビ

岡本　心美 ダッシュ三条

小島　光丘 東邦ＳＣ

松下　彩花 カワサキＳＣ

江原　奈穂 九州共立大

古賀　千尋 各駅停車SC

加藤はなの ダッシュ三条

中井　花音 愛知高

山本　美杏 枚方ＳＳ／同志社大

安西　琴美 日大藤沢／ダンロップSC

渡辺　三空 九州共立大

寺田　夢空 豊川高／東邦ＳＣ

新倉みなみ セントラル目黒

丸山　莉奈 豊川高／ＪＳＳ中川

貴田　裕美 コナミスポーツ

平山　　桃 豊川高／１toＳＷＩＭ

藤　　優実 BWS

千葉あんな ＳＡ一関

猪股萌々花 袋井ＳＣ

横地　　梢 豊川高／名鉄ＳＳ岩倉

大学３

2 高校３

3 大学３

4 大学４

5 高校３

6 大学１

7 大学２

8 大学２

9 大学１

10 高校３

11 大学３

12 大学１

13 高校２

14 高校２

15 高校２

16 大学２

17 高校２

18 一般 

19 高校１

20 中学３

21 一般

22 大学１

23 一般

24 大学３

25 高校３

26 大学２

27 高校２

28 大学１

29 高校１

30 一般 

31 高校２

32 一般

33 高校１

34 一般

永尾　美友 枚方ＳＳ／太成学院大高35 高校３

36 高校３

37 高校３

38 高校１

1 和田　大梧 日本体育大 大学２

2 長谷川真大 日本文理 高校２

3 湊　　太陽 中京大 大学１

4 渡辺　雅空 日本体育大 大学１

5 成畑　凌雅 湘南工大附／相模原ＤＣ 高校３
6 中西秀一朗 アテナＡＭＣ 大学４
7 鮫島　渓太 武蔵野銀行／アテナＡＭＣ 一般
8 原　　尚稔 山梨学院大 大学２
9 松本　勝己 市立船橋／ＣＡＣ勝田台 高校２
10 小林　祐馬 三重スポ協 一般
11 羽生　朝喜 日本文理 高校１
12 渡邊　健晴 村野工 高校３
13 増田　海翔 村野工 高校１

14 櫻井　智和 オーシャンナビ 一般

15 西村　尚樹 中京大 大学４

16 尾矢　海太 中京大中京高／パシフィック 高校３

17 長川　　匠 福岡大 大学１

18 渋谷　帆想 湘南工大附／イトマン横浜 高校１

19 氏原　拓人 豊川高 高校１

20 野中　大暉 木下グループ 一般

21 小林　　陸 アクラブ藤沢 大学３

22 日比　俊吾 日本大 大学１

23 西原　悠真 山梨学院大 大学２

24 高田　航輔 福岡大 大学１

25 川井　　優 拓殖大 大学２

26 永原　秀晃 福岡大 大学３

27 小澤雄二郎 アクラブ藤沢 大学２

28 菊地　大朗 山梨学院大 大学１

29 彌永　雄一 相模原市水協 一般

30 豊田　　壮 チームフクイ 一般

31 渡辺　　柊 ダッシュ三条 高校３

32 道浦　雅弘 パルワカヤマ 高校３

33 渡辺　大和 拓殖大 大学１

34 上原　広暉 千葉商科大 大学４

35 大道　淳希 日本文理 高校２

36 伊藤　銀士 中京大中京高／ＪＳＳ白子 高校１

37 秦　隆太朗 日本体育大 大学２

38 小玉　風護 ヨコハマＳＣ 大学１

39 廣岡　　全 スウィンみよし／武南 高校１

40 冨田遼太郎 日本大 大学１

41 築地原智二 豊川高 高校２

42 藤原　厚弘 アクラブ藤沢／湘南工大附 高校２

43 髙森　悠叶 湘南工大附／イトマン横浜 高校３

44 大塚　　陽 相模原市水協／上溝 高校３

45 綿貫　慶吾 新潟医福大 大学２

46 五十里屋海斗 日本文理 高校２

47 小笠　将貴 ヨコハマＳＣ／関東学院 高校２

48 鈴木　大智 東邦ＳＣ 中学３

49 金子　拳斗 中京大中京高／尾西ＳＳ 高校２

50 筒井　大介 新潟医福大

黒澤　佑介 中京大

佐藤　脩斗 飛龍高校

石原諒太郎 法政大

桑添　　陸 新潟医福大

本山　　空 ＭＧニッシン／天理高校

松橋　佳秀 スウィンあざみ

ファウラー快留 春日部共栄

岡　　謙佑 姫路商／ＳＵＮ加西

南出　大伸 木下グループ

岩住宏一郎 枚方ＳＳ／太成学院大高

今田　　柊 パル彩の台

蔵本　大和 柏洋・柏／市川学園

小林　優太 中京大中京高／ビート守山

藤本　遥介 パルワカヤマ

大学１

51 大学１

52 高校３

53 大学２

54 大学４

55 高校３

56 高校１

57 高校２

58 高校２

59 一般 

60 高校１

61 高校３

62 高校１

63 高校３

64 中学3　


