
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  4 男子     50m   バタフライ   予選   6組 世界記録    22.96
日本記録    24.07

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 545 大庭　浩太 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
2 72 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高3
3 568 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
4 256 櫻井　宏樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 東邦ＳＣ ﾄｳﾎｳSC
5 407 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
6 74 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大3
7 463 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
8

2組
1 223 遠藤　牧夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｵ ZEN HOLDINGS ZENHOLD
2 462 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
3 680 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
4 625 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 496 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
6 616 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 645 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大2
8 537 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2

3組
1 572 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
2 272 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 西城陽高校 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高2
3 319 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 太成ＳＰ ﾀｲｾｲSP 高3
4 66 石井　愼吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ 稲毛インター ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ
5 643 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大3
6 561 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
7 538 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 269 糸井　　統 ｲﾄｲ ﾊｼﾞﾒ 県岐阜商業高 ｹﾝｷﾞﾌｼｮｳ

4組
1 100 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金田ＳＣ ｶﾈﾀﾞSC 大1
2 182 松下　和正 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ ＮＥＣＧＳＴ NECGST 大4
3 216 吉田　隆彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 海自横須賀 ｶｲｼﾞﾖｺｽｶ
4 599 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 422 岡村　有祐 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
6 145 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ ル・両国 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 大4
7 672 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 218 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 富　士　通 FUJITSU

5組
1 580 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
2 228 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 横浜市教育委 ﾖｺﾊﾏｼｷｮｳ
3 679 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 9 奥野　正寛 ｵｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 秋田魁新報社 ｱｷﾀｻｷｶﾞｹ
5 383 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
6 175 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 白門水泳会 ﾊｸｽｲｶｲ
7 400 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
8 213 橋爪　忠久 ﾊｼﾂﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
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6組
1 634 谷川　哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
2 275 米谷　友佑 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｽｹ 京都シティ ｷｮｳﾄｼﾃｨ 大3
3 135 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高3
4 225 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ZEN HOLDINGS ZENHOLD
5 167 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ コナミ東日本 KONAMIﾋｶ
6 351 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 伊藤ＳＳ ｲﾄｳSS 高3
7 217 稲生　浩明 ｲﾉｳ ﾋﾛｱｷ 富　士　通 FUJITSU
8 200 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ニスポ元住吉 ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 大1
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