
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No.  2 男子     50m   自由形   予選   11組 日本記録    22.02
大会記録    22.05

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 694 吉澤　敦希 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｷ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
2 195 笹山　康太 ｻｻﾔﾏ ｺｳﾀ 立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大3
3 1354 箕本　圭太 ﾐﾓﾄ ｹｲﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大4
4 867 森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大3
5 866 鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大1
6 196 児玉　優太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大2
7 1255 太田　龍二 ｵｵﾀ ﾘｭｳｼﾞ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
8 194 花島　　惇 ﾊﾅｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大2
9 473 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3

10

2組
1 351 折原　一彰 ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
2 868 小柳　良樹 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大2
3 1198 岡田　知晃 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
4 751 大野　純弥 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
5 1239 ﾀﾛｯｸﾗｲｱﾝ ﾀﾛｯｸ ﾗｲｱﾝ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
6 35 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
7 1167 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
8 865 間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大3
9 257 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4

10 718 内ヶ嶋瑞樹 ｳﾁｶﾞｼﾏ ﾐｽﾞｷ 大東文化大 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝ 大2

3組
1 1132 荒川　良輔 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
2 1484 坂田宗一郎 ｻｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 熊本学園大 ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
3 633 沖田　浩俊 ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
4 789 長谷川貴紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 平成国際大 ﾍｲｺｸﾀﾞｲ 大2
5 397 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
6 1534 堤　　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 1101 矢野　尊彦 ﾔﾉ ﾀｶﾋｺ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大4
8 1038 山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大1
9 1019 甲津　祐貴 ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4

10 1214 川脇樹希也 ｶﾜﾜｷ ｼﾞｭｷﾔ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1

4組
1 1001 山口　勇輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 744 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 1 児玉　大樹 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大4
4 628 三瓶　雄司 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大1
5 1597 佐藤　辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 東北福祉大 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大3
6 1163 吉田　周司 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
7 1206 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
8 427 渡邉　優磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
9 118 吉田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1

10 110 羽賀　大記 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
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5組
1 1045 出井　義也 ｲｽﾞｲ ﾖｼﾔ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
2 897 樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大3
3 1245 塩野　晴紀 ｼｵﾉ ﾊﾙｷ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
4 77 田上　勇気 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
5 1341 小川　将史 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大3
6 904 大森　悠多 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
7 515 河野　大地 ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
8 773 関戸　翔矢 ｾｷﾄ ｼｮｳﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
9 90 木村　捷杜 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3

10 1293 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大2

6組
1 859 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ 南山大 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲ 大2
2 526 高橋　健人 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
3 220 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
4 322 吉井　優太 ﾖｼｲ ﾕｳﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
5 568 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
6 1119 奥村　進吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
7 16 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 516 森　　慶太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
9 346 伊藤　祐貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4

10 83 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1

7組
1 983 竹中　　誠 ﾀｹﾅｶ ﾏｺﾄ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 259 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
3 1391 赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大2
4 1296 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大1
5 1436 岡崎　光恭 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾔｽ 広島国際大 ﾋﾛｺｸﾀﾞｲ 大2
6 1566 笹川　泰裕 ｻｻｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大3
7 709 山元　恵二 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ 大4
8 1552 星　　光輔 ﾎｼ ｺｳｽｹ 仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大4
9 688 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3

10 191 上法　雄樹 ｼﾞｮｳﾎｳ ﾕｳｷ 上智大 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 大3

8組
1 1286 古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大4
2 193 林　　成胡 ｲﾑ ｿﾝﾎ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大3
3 1414 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
4 909 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
5 593 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 786 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
7 1020 大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
8 1448 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
9 556 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2

10 1586 窪田　平佑 ｸﾎﾞﾀ ﾍｲｽｹ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大2

Page: 2/3 Printing: 2013/09/05 19:16:00

学北部

加　盟

学関東
学関西
学九州
学関東

学関東
学中国
学中部
学関東

学北部
学関東
学関東

学関西

学関西
学中国
学北部
学関東

学関東

学関西
学関東
学中国

学関西
学関東
学関東
学関東

学関東
学関東
学関東
学関東

学関東
学関東
学関西

学中部

学関東
学関西
学中部
学関東

学関西
学中部
学関西



スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No.  2 男子     50m   自由形   予選   11組 日本記録    22.02
大会記録    22.05

水路 氏　名 所属名 学年

9組
1 347 児玉　佳祐 ｺﾀﾞﾏ ｹｲｽｹ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
2 1353 山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ 大4
3 1532 菊川　滉介 ｷｸｶﾜ ｺｳｽｹ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 10 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
5 811 柿沼　慎二 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 591 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
7 472 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
8 1481 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 西南学院大 ｾｲﾅﾝﾀﾞｲ 大4
9 250 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4

10 1128 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2

10組
1 1567 鋤崎　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大3
2 444 高山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
3 120 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 1047 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
5 812 竹森　　奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 559 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
7 986 安枝　　勇 ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 1501 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
9 1165 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2

10 1021 森本　哲史 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4

11組
1 399 吉澤　太雲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
2 680 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
3 240 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4
4 1046 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
5 58 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 826 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
7 921 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
8 953 水上　拓也 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
9 403 森田　亮平 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3

10 471 会田　聡哉 ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
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