
スタートリスト 相模原市立総合水泳場

競技No. 70 男子     50m   平泳ぎ   予選   4組 世界記録    25.25
日本記録    26.66

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 156 鈴木　瑠伊 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 桜泳会 ｵｳｴｲｶｲ 大3
2 514 本井　　涼 ﾓﾄｲ ﾘｮｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 110 島崎将太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ福生 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ 大2
4 9 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 東北高校 ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高3
5 449 藤田　真平 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
6 394 布施　清平 ﾌｾ ｷﾖﾋﾗ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
7 172 八子　優介 ﾔｺ ﾕｳｽｹ 慶應義塾高校 ｹｲｵｳｺｳｺｳ 高2
8 301 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 市川高校 ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高2

2組
1 396 水本　達也 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
2 359 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 444 片山　武志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
4 391 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大3
5 273 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 濃尾電機 ﾉｳﾋﾞﾃﾞﾝｷ
6 176 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ NECGSC玉川 NECGSC T
7 466 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8 410 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3

3組
1 24 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 茗水会 ﾒｲｽｲｶｲ
2 202 兼成　憲太 ｶﾈﾅﾘ ｹﾝﾀ NECGSC溝の口 NECGSC M
3 499 谷　　隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 36 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
5 150 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ コナミ ｺﾅﾐ
6 218 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 富士通 FUJITSU
7 62 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 成田高校 ﾅﾘﾀｺｳｺｳ 高3
8 476 沖田　浩俊 ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3

4組
1 392 岡﨑　健斗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大2
2 420 坂野　栄信 ｻｶﾉ ｴｲｼﾝ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
3 423 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 397 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
5 468 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
6 50 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ コナミ北浦和 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 大4
7 372 佐藤龍之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 543 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
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