
スタートリスト

競技No. 44 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
大会記録  3:39.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 熊本学園大 1241 山本　祐輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大2

ｸﾏﾓﾄｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ 1242 深堀　弘樹 ﾌｶﾎﾘ ﾋﾛｷ 大2
1238 横谷　仁嗣 ﾖｺﾀﾆ ﾋﾄﾂｸﾞ 大2
1243 天野　克弘 ｱﾏﾉ ｶﾂﾋﾛ 大1

2 九州産業大 1225 原　　一希 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大2
ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳ 1233 田淵　稚崇 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 大4

1236 林　　啓介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大1
1234 梅田　　翔 ｳﾒﾀﾞ ｼｮｳ 大2

3 金沢大 847 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大4
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 844 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大3

842 武田　　怜 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄﾙ 大1
843 五十嵐聖史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 大2

4 千葉商科大 403 小川　勇一 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 大4
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 399 稲葉　昌大 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大4

401 志母谷篤司 ｼﾎﾞﾔ ｱﾂｼ 大4
410 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 大4

5 岡山大 1145 桑代　康平 ｸﾜｼﾛ ｺｳﾍｲ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1144 橋本　渉平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 大1

1162 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大3
1159 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 大4

6 関西学院大 959 多田　匠吾 ﾀﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大1
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 950 酒井　雄一 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ 大2

964 門田　直人 ｶﾄﾞﾀ ﾅｵﾄ 大4
966 脇坂　勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 大3

7 東洋大 434 島津　幸介 ｼﾏﾂﾞ ｺｳｽｹ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 418 宇都木　強 ｳﾂｷﾞ ﾂﾖｼ 大1

441 武田　敏生 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｷ 大2
431 中澤　　翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 大3

8 福井工業大 854 岡田　怜奈 ｵｶﾀﾞ ﾚｲﾅ 大1
ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ 853 三木　康平 ﾐｷ ｺｳﾍｲ 大2

855 山下伸太朗 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 大1
851 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 大1
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2組
1 立教大 270 杉原　崇斗 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ 大1

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 262 坂井　亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大2
285 鈴木謙太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 大3
273 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 大4

2 愛知学院大 747 寺崎　美郷 ﾃﾗｻｷ ﾐｻﾄ 大1
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 768 朝日　恵太 ｱｻﾋ ｹｲﾀ 大2

752 見田　和彦 ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ 大4
762 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大4

3 大阪体育大 901 土本　将大 ﾂﾁﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 866 大城　　翔 ｵｵｼﾛ ｼｮｳ 大1

903 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ 大1
881 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大4

4 拓殖大 240 高野　順平 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 239 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大4

242 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 大4
250 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大3

5 専修大 368 内糸　卓也 ｳﾁｲﾄ ﾀｸﾔ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 366 大森　康巧 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾖｼ 大1

371 松下　和正 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ 大4
369 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 大1

6 仙台大 595 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 大2
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 590 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 大2

592 鷺　　世翔 ｻｷﾞ ｾｲｼｮｳ 大2
598 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大1

7 順天堂大 618 戸村　洋介 ﾄﾑﾗ ﾖｳｽｹ 大1
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 626 小林　生海 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 大4

616 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 大3
641 鈴木　　潤 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大3

8 東北福祉大 682 安藤　大悟 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 大3
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 689 畠山　　亘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜﾀﾙ 大4

684 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕｳ 大3
686 大和　雅之 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾕｷ 大4
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3組
1 北海道大 613 大津　清太 ｵｵﾂ ｾｲﾀ 大4

ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲ 614 浪本　達彦 ﾅﾐﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 大3
610 須藤　将太 ｽﾄｳ ｼｮｳﾀ 大2
612 大西　陽介 ｵｵﾆｼ ﾖｳｽｹ 大3

2 近畿大 1007 高橋　　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 1001 吉田　遼太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大4

1009 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 大3
1028 川下　淳太 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾀ 大1

3 大阪教育大 914 森　　孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大4
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 929 大西　弘祐 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ 大1

905 岩田　　怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大4
913 松永　義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大4

4 早稲田大 457 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 464 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 大4

488 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大3
483 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大3

5 福岡大 1205 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1208 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 大4

1209 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 大4
1196 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大2

6 山梨学院大 棄権
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ

7 立命館大 1122 上田　　遼 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ 大1
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1117 井関　聖久 ｲｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ 大3

1116 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 大1
1118 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 大2

8 慶應義塾大 182 島　　優一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ 大1
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 173 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 大4

180 竹下　大地 ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 大4
170 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大4
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4組
1 神奈川大 392 鍋田　恭平 ﾅﾍﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 大1

ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 376 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 大1
372 宇野　　匠 ｳﾉ ﾀｸﾐ 大2
373 岡﨑　　潤 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大2

2 同志社大 1045 馬渡広太朗 ﾏﾜﾀﾘ ｺｳﾀﾛｳ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 1048 松本　有史 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 大4

1043 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 大4
1046 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大4

3 東海大 580 福井　淳一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 569 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 大4

545 橋本　　大 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ 大4
579 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大3

4 中央大 47 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 59 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 大3

52 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 大1
63 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大4

5 明治大 315 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 310 成澤　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 大4

305 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ 大3
306 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 大1

6 日本体育大 95 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 大1
ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 125 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 大4

101 青木　　健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 大4
132 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大4

7 天理大 1086 服部　光司 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1067 玉田　雄一 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大1

1064 河野　雄一 ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ 大2
1083 中井　良輔 ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ 大1

8 国士舘大 211 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 大2
ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 213 菊池　秀教 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大2

232 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 大4
231 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 大3
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5組
1 東京学芸大 3 小林　誠人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 大1

ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲ 2 宍戸　　純 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 大2
1 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 大1
4 菅原　　優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 大1

2 国際武道大 652 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 大2
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 663 森下　卓哉 ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾔ 大1

672 谷口　誠司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 大3
666 青木　圭祐 ｱｵｷ ｹｲｽｹ 大1

3 筑波大 336 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 320 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 大2

344 入江　晋平 ｲﾘｴ ｼﾝﾍﾟｲ 大2
341 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大3

4 日本大 528 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 504 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 大3

512 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 大1
520 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大3

5 法政大 24 青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 20 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 大1

14 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大2
17 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 大4

6 中京大 780 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 808 楠田　晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 大1

813 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 大4
821 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大4

7 京都大 1111 西山　　志 ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 1115 吉田　　鑑 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 大1

1114 金光　良祐 ｶﾈﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ 大2
1110 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 大4

8 関西大 1093 城井　伸允 ｼﾞｮｳｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1098 加賀田　洋 ｶｶﾞ ﾀﾋﾛｼ 大3

1097 山川　大介 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大3
1094 樺田　卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 大4
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