
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  6 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    47.84
日本記録    49.71

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 310 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ COSPA瓢箪山 COSPA 大4
2 520 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
3 408 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 222 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 富　士　通 FUJITSU
5 393 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
6 429 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3
7 555 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8

2組
1 416 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
2 543 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3
3 384 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
4 474 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
5 632 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳﾏｻﾌﾐ 大体大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 419 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 366 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ ＴＥＡＭ福大 T.ﾌｸﾀﾞｲ
8 418 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4

3組
1 404 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
2 214 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
3 524 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 291 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
5 627 箕成　貴之 ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 400 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
7 82 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大1
8 219 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU

4組
1 411 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
2 454 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
3 54 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
4 284 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ イトマン ｲﾄﾏﾝ
5 124 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
6 109 中川　　覚 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾙ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
7 649 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
8 248 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 磐田農業高校 ｲﾜﾀﾉｳｷﾞｮ 高2

5組
1 169 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ コナミ東日本 KONAMIﾋｶ
2 135 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
3 565 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3
4 236 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院Ｃ ﾔﾏｶﾞｸｸﾗﾌ
5 497 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
6 327 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 大1
7 103 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ アクラブ調布 AQLUB CH 大3
8 249 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ FREESTYLE ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
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6組
1 701 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
2 22 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS
3 132 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大4
4 118 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
5 130 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大4
6 473 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
7 525 藤野　哲平 ﾌｼﾞﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 663 岡本　　徹 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4

7組
1 119 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高1
2 481 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
3 262 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高3
4 330 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ GUNZE
5 535 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 53 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 大1
7 485 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3
8 493 大坂　謙介 ｵｵｻｶ ｹﾝｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
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