
スタートリスト ToBiO古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

競技No.  8 男子    200m   背泳ぎ   予選   9組 日本記録  1:52.51
大会記録  1:54.36

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1578 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3
1 33 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 241 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
3 1516 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 938 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4
5 1577 兎澤雄太郎 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大4
6 239 須貝　和彦 ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
7 244 遠藤　佑亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
8 770 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
9

2組
0 1400 辰井　雅好 ﾀﾂｲ ﾏｻﾖｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
1 681 松本　卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
2 1055 大久保健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 1452 金石　　優 ｶﾈｲｼ ﾕﾀｶ 広島経済大 ﾋﾛｹｲﾀﾞｲ 大2
4 63 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 961 上村　祐樹 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
6 356 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
7 628 江藤　　優 ｴﾄｳ ｽｸﾞﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
8 1112 大庭　明剛 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾀｶ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
9 1249 小林雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1

3組
0 205 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
1 506 田中健史朗 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
2 1587 河原　宏紀 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
3 390 石田遼太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 183 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大1
5 1264 植村　将毅 ｳｴﾑﾗ ﾏｻｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
6 1501 野間勇士朗 ﾉﾏ ﾕｳｼﾛｳ 熊本学園大 ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
7 805 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3
8 625 石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大3
9 1549 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3

4組
0 1180 田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大4
1 1351 田仲　孝規 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
2 992 石井　大貴 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 岐阜聖徳大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大3
3 653 渡辺　将吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
4 432 松重　　岳 ﾏﾂｼｹﾞ ｶﾞｸ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
5 1388 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大1
6 1348 清水　佑八 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
7 641 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 583 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
9 1380 澤井　尚耶 ｻﾜｲ ﾅｵﾔ 大阪経済大 ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大4
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 696 林　　春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ 大1
1 808 柳沼　奏太 ﾔｷﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
2 182 永冨　誠大 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大2
3 1271 橋本　颯斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
4 401 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
5 1473 伊牟田航平 ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
6 1103 岩田　伊織 ｲﾜﾀ ｲｵﾘ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
7 1173 木下　周哉 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾔ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大4
8 601 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
9 916 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大2

6組
0 291 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
1 1040 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4
2 474 加藤　　竣 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
3 187 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4
4 361 黒澤　拓海 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾐ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
5 82 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
6 944 細井　竜輝 ﾎｿｲ ﾘｭｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
7 1204 牧野　光樹 ﾏｷﾉ ｺｳｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
8 1409 行徳　健汰 ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
9 294 清水　勇也 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2

7組
0 739 邑田　裕斗 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
1 717 富田　浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
2 1000 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3
3 509 若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
4 711 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4
5 360 川島　龍一 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 3 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
7 67 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 104 高野　洋斗 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
9 874 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ 南山大 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲ 大4

8組
0 1527 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
1 1238 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
2 521 小鶴　陸人 ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
3 1209 常盤　忠靖 ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 822 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 7 山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
6 323 長谷川慶一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
7 599 木坂　　楓 ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
8 1039 金持　義和 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
9 395 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 685 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1
1 1195 竹田　昇真 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
2 837 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
3 1121 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3
4 514 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 823 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4
6 114 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 1261 宅間　堅斗 ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
8 1071 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
9 1477 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
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