
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子     50m   自由形   予選   6組   世界記録    20.91
  日本記録    22.18

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 361 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ のぼりとＳＣ ﾉﾎﾞﾘﾄSC 大1
2 889 吉澤　太雲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
3 328 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾃｨｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ﾃｨｰｽﾞｸﾗﾌ 棄権
4 998 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
5 569 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大1
6 794 宮本　淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
7 1010 釘井　　翔 ｸｷﾞｲ ｶｹﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8 644 上田　大智 ｳｴﾀ ﾀｲﾁ 鳥取・パジャ ﾄﾘ･ﾊﾟｼﾞｬ
9 312 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁 ｼｮｳﾎﾞｳﾁｮ

10

2組
1 576 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高2
2 920 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
3 410 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
4 784 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 990 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
6 1236 和田　龍平 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
7 788 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 315 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ ミズノ ﾐｽﾞﾉ
9 652 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 岡大教職 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ

10 418 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ

3組
1 766 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 246 原田　将平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ Ｓｔｙｌｅ１ Style1 大2
3 1235 松浦　　稔 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾉﾙ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
4 216 久保田麻里勢 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
5 1202 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
6 10 樋口　　遼 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 青泳会 ｾｲｴｲｶｲ
7 1152 金田　義憲 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 富士常葉大 ﾌｼﾞﾄｺﾊﾀﾞ 大4
8 2063 竹森　　奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
9 983 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3

10 445 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 悠久ＳＣ ﾕｳｷｭｳSC

4組
1 265 ｵｾﾞｷﾌﾞﾙｰﾉ ｵｾﾞｷ ﾌﾞﾙｰﾉ ＳＭＳＴ SMST 高3
2 74 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
3 960 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 669 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ きらら山口 ｷﾗﾗﾔﾏｸﾞﾁ
5 749 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
6 85 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
7 84 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
8 1209 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
9 533 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ サンながら ｻﾝﾅｶﾞﾗ

10 860 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
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5組
1 905 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 1233 西山　佑二 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
3 892 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 81 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
5 667 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ きらら山口 ｷﾗﾗﾔﾏｸﾞﾁ
6 316 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ミズノ ﾐｽﾞﾉ
7 298 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ マリン舎人 ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高2
8 211 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ アクラブ調布 AQLUB CH 大3
9 224 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ ＭＹＳ国立 MYSｸﾆﾀﾁ 高2

10 422 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU

6組
1 1252 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
2 795 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 477 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ FREESTYLE ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
4 553 安枝　　勇 ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ 大体大浪商高 ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高3
5 1114 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 565 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大2
7 320 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ ミキハウス ﾐｷﾊｳｽ
8 313 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ キングソフト ｷﾝｸﾞｿﾌﾄ
9 1275 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3

10 52 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS

Page: 2/2 Printing: 2010/04/13 14:31:42

群  馬

加　盟

大  阪
東  京
東  京
学九州

学関東
静  岡
大  阪
学中部

東  京
東  京
神奈川

学九州

埼  玉
山  口
東  京
東  京

学関東
学中国
学関東


