
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No. 68 男子    100m   背泳ぎ   予選   10組 日本記録    52.24
大会記録    52.24

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 204 森　　　岳 ﾓﾘ ｶﾞｸ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
2 68 安野　真幸 ｱﾝﾉ ﾏｻﾕｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 792 佐藤　貴幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
4 635 荒木　良輔 ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
5 1126 早川　宗摩 ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 472 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
7 685 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
8 1051 岩田　伊織 ｲﾜﾀ ｲｵﾘ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
9 1365 辰井　雅好 ﾀﾂｲ ﾏｻﾖｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2

10 210 野崎　雄大 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2

2組
1 640 中野　雅貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
2 907 山形　雄人 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
3 81 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
4 1478 長岡　主樹 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
5 551 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
6 1120 大倉　秀隆 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
7 961 清水　祐輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
8 99 吉川　直輝 ｷｯｶﾜ ﾅｵｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
9 662 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

10 1172 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1

3組
1 289 須貝　和彦 ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
2 1432 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大1
3 566 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
4 980 三浦　一馬 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 常葉大 ﾄｺﾊﾀﾞｲ 大4
5 722 山田　知広 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
6 1599 鈴木　貴翔 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 北翔大 ﾎｸｼｮｳﾀﾞｲ 大2
7 1351 小林　　秀 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ 広島修道大 ﾋﾛｼﾏｼｭｳﾄ 大1
8 896 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大3
9 277 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2

10 522 若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2

4組
1 508 江刺　知樹 ｴｻｼ ﾄﾓｷ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
2 103 前川　智久 ﾏｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 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 34 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
5 446 松重　　岳 ﾏﾂｼｹﾞ ｶﾞｸ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
6 1068 立花槙次郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
7 364 松田　一臣 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
8 917 渡辺　慎平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
9 397 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4

10 712 佐藤　　塁 ｻﾄｳ ﾙｲ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
1 1244 片平　茂也 ｶﾀﾋﾗ ｼｹﾞﾔ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
2 1213 橋本　颯斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
3 1130 竹田　昇真 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 1310 田仲　孝規 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2
5 564 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
6 893 深瀬　　翼 ﾌｶｾ ﾂﾊﾞｻ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大4
7 357 根本　雅之 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
8 1485 永田　　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 琉球大 ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ 大2
9 859 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

10 441 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3

6組
1 325 筒井　健太 ﾂﾂｲ ｹﾝﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
2 1447 松島　有志 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 89 坂田　貴也 ｻｶﾀ ﾀｶﾔ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
4 960 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
5 997 上妻　拓哉 ｺｳﾂﾞﾏ ﾀｸﾔ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 710 五十嵐研治 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ 大2
7 1103 平川　　翔 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大4
8 254 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
9 1560 飯坂　隆輝 ｲｲｻﾞｶ ﾘｭｳｷ 仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大1

10 1157 中村　数馬 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3

7組
1 999 梅澤　涼太 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 1212 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
3 521 阿部　桂祐 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
4 1538 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 735 髙井　健児 ﾀｶｲ ｹﾝｼﾞ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
6 1106 田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大2
7 195 笹山　康太 ｻｻﾔﾏ ｺｳﾀ 立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大3
8 1094 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大4
9 1061 井上　裕介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2

10 60 三船　涼太 ﾐﾌﾈ ﾘｮｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4

8組
1 1335 澤井　尚耶 ｻﾜｲ ﾅｵﾔ 大阪経済大 ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大2
2 1437 山根　佳祐 ﾔﾏﾈ ｹｲｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
3 595 石黒　博己 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 601 塚田　惟玖 ﾂｶﾀﾞ ｲｸ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 411 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 401 設楽　俊太 ｼﾀﾗ ｼｭﾝﾀ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
7 470 松井　翔吾 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
8 1307 清水　佑八 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2
9 1575 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1

10 906 高田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

9組
1 1186 北東　祐輝 ﾎｸﾄｳ ﾕｳｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
2 1284 清水　一利 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大3
3 985 豊田　宣広 ﾄﾖﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 442 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
5 104 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 817 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 330 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
8 1024 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
9 733 篠田　大夢 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3

10 682 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4

10組
1 26 山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
2 430 清水　寛朗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 1357 安原　　遼 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
4 611 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 838 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 830 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 11 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 359 武藤　大季 ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
9 869 三好　　達 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大1

10 738 平澤　一洋 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
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