
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 61 男子    100m   平泳ぎ   予選   10組 世界記録    58.58
日本記録    58.91

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 979 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 707 佐藤龍之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ＫＳＧ九産大 KSGｷｭｳｻﾝ 高3
4 925 桜井　孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
5 1230 佐藤純一郎 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大4
6 762 西　　信幸 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
7 519 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 豊川高校 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高3
8 876 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
9 865 大川　真治 ｵｵｶﾜ ｼﾝｼﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2

10

2組
1 769 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 120 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＳＳ毛呂山 JSSﾓﾛﾔﾏ 高1
3 1003 前田　耕平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
4 247 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ Ｓｔｙｌｅ１ Style1 高3
5 1004 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
6 787 松島　圭佑 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
7 995 高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 363 金子　翔磨 ｶﾈｺ ｼｮｳﾏ 鎌倉ＳＳ ｶﾏｸﾗSS 高3
9 937 片山　武志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1

10 263 倉田　幹大 ｸﾗﾀ ﾐｷﾋﾛ ｲﾄﾏﾝ上石神井 ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 高3

3組
1 758 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
2 1176 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
3 373 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ ｲﾄﾏﾝ新百合丘 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 高2
4 952 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
5 1025 柳田　竜大 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 共栄大 ｷｮｳｴｲﾀﾞｲ 大3
6 861 兼成　憲太 ｶﾈﾅﾘ ｹﾝﾀ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
7 1148 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 岐阜聖徳大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大4
8 508 竹下　正悟 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ KONAMI鳴海 ｺﾅﾐﾅﾙﾐ 高2
9 705 宮地　　諒 ﾐﾔﾁ ﾘｮｳ KSG ｵｱｼｽ･ﾏｷ KSG ﾏｷ 大1

10 908 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1

4組
1 906 坂野　栄信 ｻｶﾉ ｴｲｼﾝ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 412 福田　　翼 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
3 783 髙山　　大 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 875 虎谷　賢司 ﾄﾗﾔ ｻﾄｼ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
5 411 池上　　肇 ｲｹｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
6 693 橋本　渉平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ ＥＳＦ ESF
7 490 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ ｲﾄﾏﾝ春日井 ｲﾄﾏﾝｶｽｶﾞ 高2
8 888 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
9 851 安藤　直輝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2

10 571 毛利　一仁 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾄ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大1
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 61 男子    100m   平泳ぎ   予選   10組 世界記録    58.58
日本記録    58.91

水路 氏　名 所属名 学年

5組
1 803 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 215 金子　貴宏 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
3 975 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 670 大崎　拓朗 ｵｵｻｷ ﾀｸﾛｳ きらら山口 ｷﾗﾗﾔﾏｸﾞﾁ
5 83 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 205 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ アクラブ調布 AQLUB CH 大4
7 898 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 818 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
9 213 塩月　智博 ｼｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ アクラブ調布 AQLUB CH 大3

10 782 櫻井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

6組
1 806 森　　匡平 ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 64 正田　達成 ｼｮｳﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ スウィン太田 SWｵｵﾀ 高3
3 859 伊藤　雄基 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
4 1163 中條　宏哉 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 138 大和田卓爾 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ KONAMI東日本 KONAMI E 大2
6 1089 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 106 外川　貴大 ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ スウィン大教 SWﾀﾞｲｷｮｳ 高3
8 643 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ 和歌山北高校 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高2
9 514 榊原　　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 名鉄ＳＳ半田 ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 高2

10 338 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 日本大学高校 ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高2

7組
1 1153 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 富士常葉大 ﾌｼﾞﾄｺﾊﾀﾞ 大4
2 1101 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 864 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
4 708 手嶋　規文 ﾃｼﾏ ﾓﾄﾌﾐ はるおか原 ﾊﾙｵｶﾊﾗ 高3
5 863 西川　克弥 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
6 566 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大2
7 311 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ コカ・コーラ ｺｶ･ｺｰﾗ
8 1046 大須　　武 ｵｵｽ ﾀｹﾙ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
9 489 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｲﾄﾏﾝ春日井 ｲﾄﾏﾝｶｽｶﾞ 高3

10 2066 人見　晋史 ﾋﾄﾐ ｼﾝｼﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1

8組
1 1154 村野　博昭 ﾑﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 富士常葉大 ﾌｼﾞﾄｺﾊﾀﾞ 大4
2 953 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 991 鈴木　瑠伊 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 75 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
5 275 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ
6 848 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
7 323 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ ＫＯＮＡＭＩ KONAMI
8 817 清水　良祐 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
9 1108 服部　敏幸 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2

10 561 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 61 男子    100m   平泳ぎ   予選   10組 世界記録    58.58
日本記録    58.91

水路 氏　名 所属名 学年

9組
1 1094 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
2 689 菊地駿一郎 ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 八幡浜高校 ﾔﾜﾀﾊﾏｺｳ 高3
3 427 斎藤　勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 富　士　通 FUJITSU
4 741 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ ｼﾌﾞｼDC 高1
5 67 大塚　一輝 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ KONAMI高崎 ｺﾅﾐﾀｶｻｷ 大4
6 425 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 富　士　通 FUJITSU
7 310 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ Ｔ．アリーナ ﾁｰﾑｱﾘｰﾅ
8 732 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 鎮西高校 ﾁﾝｾﾞｲ 高3
9 962 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2

10 21 藤田　真平 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ ＳＡ気仙沼 SAｹｾﾝﾇﾏ 高2

10組
1 1110 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 530 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 県立岐阜商高 ｹﾝｷﾞｼｮｳ 高2
3 568 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大1
4 1117 谷　　隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 1100 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 136 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ KONAMI東日本 KONAMI E 大3
7 507 小林　　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ KONAMI鳴海 ｺﾅﾐﾅﾙﾐ
8 191 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 日大豊山高校 ﾌﾞｻﾞﾝ 高1
9 1091 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4

10 349 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 桐蔭学園高校 ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高2
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