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スタートリスト

競技No.  6 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    47.84
日本記録    50.13

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 396 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
2 630 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 664 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
4 29 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 高3
5 352 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
6 69 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高3
7 18 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ ル・いわき ﾙﾈｻﾝｽｲﾜｷ 高3
8 556 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2

2組
1 564 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
2 404 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 429 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 699 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
5 2 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ コナミ白石 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高3
6 422 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
7 315 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ コスパ瓢箪山 COSPA 大3
8 720 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2

3組
1 708 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
2 549 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 110 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山高校 ﾌﾞｻﾞﾝ 高3
4 503 小崎　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
5 434 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 227 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 富　士　通 FUJITSU
7 706 竹内　佳孝 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾀｶ ホリデイイン ﾎﾘﾃﾞｲ･ｲﾝ
8 425 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4

4組
1 141 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高1
2 107 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC 高3
3 684 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大3
4 417 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 521 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
6 689 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
7 448 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 416 原　康太郎 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

5組
1 581 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
2 255 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ Ｆ・スタイル ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
3 328 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 高3
4 285 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 海自舞鶴 ｶｲｼﾞﾏｲﾂﾞ
5 68 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高3
6 514 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 440 河野　　遼 ｶﾜﾉ ﾘｮｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 150 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 123 千葉　卓也 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ アクラブ調布 ｱｸﾗﾌﾞﾁｮｳ 大4
2 531 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 27 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS
4 131 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 638 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
6 714 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
7 546 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8 491 井上大二郎 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3

7組
1 469 友野　良和 ﾄﾓﾉ ﾖｼｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 496 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
3 436 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
4 188 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ SAT
5 147 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
6 61 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ
7 184 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ コナミ東日本 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼﾆ
8 465 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
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