
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.24
大会記録  1:46.93

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 198 渡邊総一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
2 954 竹内　柊介 ﾀｹﾉｳﾁ ｼｭｳｽｹ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大3
3 1497 中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 1044 亀谷　昌晃 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
5 801 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
6 561 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 23 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
8 280 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
9 919 穴水　雄大 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2

10

2組
1 64 齋藤　陽介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
2 335 清水　流石 ｼﾐｽﾞ ｻｽｶﾞ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
3 358 伊藤　　将 ｲﾄｳ ｼｮｳ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
4 514 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
5 507 髙橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
6 678 山田　尚緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大4
7 1453 大塚　貴之 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
8 639 和田　康宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
9 1124 三木　克規 ﾐｷ ｶﾂﾉﾘ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2

10 211 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2

3組
1 998 築山　翔太 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 713 中島　　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大2
3 1456 藤山　晃亮 ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
4 1066 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
5 1504 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 192 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大4
7 1105 安倍　健登 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大3
8 317 齋藤　学海 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
9 795 野沢　　匠 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4

10 1254 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1

4組
1 1098 濵崎　洋介 ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大2
2 1446 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 509 川上　拓也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大1
4 277 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
5 414 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
6 266 中道　壮大 ﾅｶﾐﾁ ｿｳﾀﾞｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
7 409 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
8 681 安藤　　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
9 1189 谷口　大侑 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4

10 1152 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 桃山学院大 ﾓﾓﾔﾏﾀﾞｲ 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
1 1579 三瓶　　光 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋｶﾙ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
2 1326 新井　龍貴 ｱﾗｲ ﾘｭｳｷ 大阪国際大 ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大3
3 1025 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大1
4 889 竹田誠之介 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大2
5 350 大橋　勇斗 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
6 701 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1
7 1100 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大1
8 1304 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大3
9 1193 竹田　悠紀 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4

10 24 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2

6組
1 336 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
2 1162 大橋　雅史 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
3 660 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
4 117 菅原　一樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 109 岡野　大輝 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 435 戸野本純希 ﾄﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
7 734 青木　　賢 ｱｵｷ ｹﾝ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
8 1369 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大1
9 1233 仲埜　成雄 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4

10 989 丸谷　哲也 ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3

7組
1 631 餅月　奨悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
2 349 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
3 57 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4
4 1112 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
5 55 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 739 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 529 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
8 688 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
9 13 須田　智博 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4

10 1488 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4

8組
1 415 三木　進平 ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
2 520 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
3 813 小池　隆志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 588 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 831 日髙　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 612 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
7 820 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 550 柴田慎一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
9 731 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3

10 1117 本間　智史 ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
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9組
1 1166 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
2 1170 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
3 992 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 105 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 607 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 469 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
7 465 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
8 480 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
9 443 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2

10 771 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4

Page: 3/3 Printing: 2013/09/05 19:18:12

学関東
学関東
学関東
学関東

学関西
学関東
学関東
学関東

学関西
学関西

加　盟


