
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. 10 男子    100m   平泳ぎ   予選   9組 日本記録    58.90
大会記録    59.72

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 771 加藤　景大 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
2 228 馬場　拓哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
3 810 魚川　悠生 ｳｵｶﾜ ﾕｳｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
4 631 相羽　　光 ｱｲﾊﾞ ﾋｶﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
5 636 叶　　颯斗 ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
6 1265 弦田健太郎 ﾂﾙﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
7 235 松崎　勝優 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
8 785 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
9

2組
0 953 大友　一生 ｵｵﾄﾓ ｲｯｾｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
1 672 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
2 1110 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
3 611 木下　海生 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 190 慶長　泰周 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｲｼｭｳ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
5 957 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
6 1127 奥村　　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
7 683 三平　浩輔 ﾐﾋﾗ ｺｳｽｹ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
8 292 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
9 189 渡辺　健吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4

3組
0 1374 田澤　洵汰 ﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾀ 大阪国際大 ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大2
1 1382 寺久保健人 ﾃﾗｸﾎﾞ ｹﾝﾄ 大阪経済大 ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大4
2 1344 八舟　　翼 ﾔﾌﾈ ﾂﾊﾞｻ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大3
3 383 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 52 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
5 1246 鈴木　仁也 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
6 1003 村松　洋汰 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳﾀ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大3
7 185 清岡　国男 ｷﾖｵｶ ｸﾆｵ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ 大3
8 237 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
9 428 青山　流星 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 東京海洋大 ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大3

4組
0 1009 川江　拓実 ｶﾜｴ ﾀｸﾐ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
1 1240 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
2 207 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
3 9 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
4 1471 野田　皐成 ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
5 442 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
6 25 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
7 354 山本　拓歩 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾎ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
8 306 福井　健人 ﾌｸｲ ｹﾝﾄ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
9 546 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
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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. 10 男子    100m   平泳ぎ   予選   9組 日本記録    58.90
大会記録    59.72

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1297 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
1 1278 最相　　旭 ｻｲｿｳ ｱｻﾋ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
2 1306 津川　幸久 ﾂｶﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
3 876 白井　竜平 ｼﾗｲ ﾘｭｳﾍｲ 名城大 ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞ 大4
4 353 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
5 632 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
6 1002 林田　公威 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐﾀｹ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大3
7 1524 田渕　寛大 ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 873 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ 南山大 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲ 大4
9 1051 河野　拓実 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2

6組
0 561 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
1 723 石川　孝章 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
2 1070 山本　翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
3 1050 伊敷　竜治 ｲｼｷ ﾘｭｳｼﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 1548 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4
5 1115 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
6 1189 倉持　弘嗣 ｸﾗﾓﾁ ｺｳｼﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
7 322 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
8 1172 西田　祐斗 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大4
9 809 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2

7組
0 523 上田涼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
1 520 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
2 827 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 463 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4
4 516 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 826 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 1076 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
7 678 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
8 721 吉原　飛翔 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
9 15 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3

8組
0 544 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
1 1078 石井　孝典 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
2 1440 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
3 87 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 577 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 1210 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
6 845 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 1248 河島　　渉 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
8 72 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
9 1399 上西　穂高 ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
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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. 10 男子    100m   平泳ぎ   予選   9組 日本記録    58.90
大会記録    59.72

水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 112 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
1 398 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 1198 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
3 1036 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 351 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
5 585 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 940 後沢　秀至 ｺﾞｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
7 92 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3
8 54 竹下　正悟 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
9 744 大谷　　走 ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
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