
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. 12 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:14.38
大会記録  3:17.88

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 広島経済大 1454 中尾　俊介 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ 大1

ﾋﾛｹｲﾀﾞｲ 大学 1455 瀬尾　亮平 ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ 大1
1450 古賀　裕貴 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 大2
1449 石原　　駿 ｲｼﾊﾗ ｼｭﾝ 大3

1 新潟大 924 関谷　　岳 ｾｷﾔ ｶﾞｸ 大2
ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学 928 田口　稔基 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾙｷ 大2

930 矢作　　耀 ﾔﾊｷﾞ ﾖｳ 大2
925 宮嶋　秀彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 大3

2 東北学院大 1589 荒　　宥希 ｱﾗ ﾋﾛｷ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1585 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 大2

1584 遠藤　拓哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 大2
1577 兎澤雄太郎 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 大4

3 北海道大 1601 長澤　貴彦 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋｺ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1608 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大1

1607 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 大1
1606 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大1

4 九州共立大 1552 前田　　昇 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大2
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1550 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大3

1553 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大1
1551 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 大3

5 仙台大 1569 相馬　健佑 ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ 大3
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1571 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 大2

1572 奥崎　一平 ｵｸｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 大2
1574 渡邉　幹也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ 大2

6 長崎大 1497 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大1
ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学 1495 松尾　拓己 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 大2

1494 内山　和昭 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 大2
1498 岩崎　郁弥 ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾔ 大1

7 広島大 1425 福田　洋顕 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1434 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大1

1429 近藤　直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 大2
1431 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大1

8 松山大 1443 丸山　仁志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 大3
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1442 藤本　啓嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 大3

1445 川又　大夢 ｶﾜﾏﾀ ﾀｲﾑ 大2
1441 徳岡　昌樹 ﾄｸｵｶ ﾏｻｷ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 愛知学院大 801 杉本　陵亮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大4

ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 807 犬飼　丈幾 ｲﾇｶｲ ﾀｹｷ 大2
802 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 大3
803 横塚　　篤 ﾖｺﾂｶ ｱﾂｼ 大3

1 大阪教育大 1073 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大3
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1074 酒井龍之介 ｻｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4

1076 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大3
1070 山本　翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 大4

2 立教大 316 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 315 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大3

303 中谷　理一 ﾅｶﾀﾆ ﾘｲﾁ 大4
304 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 大4

3 京都大 1338 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1342 渡邉　雄平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 大2

1343 北薗　大海 ｷﾀｿﾞﾉ ｵｵﾐ 大3
1341 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大3

4 大阪大 1097 山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大3
ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学 1099 藤井　脩道 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾄﾞｳ 大3

1094 松尾慎太郎 ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 大4
1098 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 大3

5 国士舘大 230 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 233 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 大3

251 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大2
226 遠藤　太陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ 大4

6 甲南大 1177 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 大3
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1175 藤岡　裕樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大4

1178 飯山　健太 ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大2
1174 濵崎　洋介 ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 大4

7 桐蔭横浜大 778 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 大2
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 790 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 大1

784 酒井　智正 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 大2
780 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 大2

8 拓殖大 292 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 293 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 大3

291 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大3
296 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 大2

9 新潟医福大 968 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 948 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 大3

955 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 大2
939 穴水　雄大 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 上智大 174 榎並　　潤 ｴﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 大4

ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 大学 178 五十嵐祐介 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ 大3
180 山口　将平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 大1
176 川中　拓哉 ｶﾜﾅｶ ﾀｸﾔ 大3

1 慶應義塾大 198 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 188 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 大4

191 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大4
200 塩川　　拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ 大2

2 立命館大 1352 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 大4
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1358 橋本　雅司 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 大2

1351 田仲　孝規 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 大4
1357 西垣　喬弘 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大2

3 山梨学院大 712 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 716 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大4

726 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 大2
734 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大1

4 明治大 358 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 349 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大3

342 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大4
370 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大1

5 日本体育大 95 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 90 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 大4

101 関根　正敏 ｾｷﾈ ﾏｻﾄｼ 大2
103 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大2

6 筑波大 380 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 386 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 大3

392 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 大2
387 甫本　研太 ﾎﾓﾄ ｹﾝﾀ 大3

7 大阪体育大 1049 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1041 築山　翔太 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大3

1052 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大1
1034 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大4

8 天理大 1279 菱川　真志 ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1263 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大3

1267 牧野　涼夏 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾅ 大3
1261 宅間　堅斗 ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ 大4

9 福岡大 1468 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1470 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 大1

1466 藤山　晃亮 ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 大4
1465 峯　　勇太 ﾐﾈ ﾕｳﾀ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
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4組
0 鹿屋体育大 1512 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大3

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1509 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大3
1514 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 大3
1506 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 大4

1 関西学院大 1114 﨑久保拓洋 ｻｷｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1109 山本　一貴 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大4

1123 齊藤　大己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 大2
1105 西桶　正倫 ﾆｼｵｹ ﾏｻﾐﾁ 大4

2 東海大 637 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 639 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 大3

630 瀬尾　翔太 ｾｵ ｼｮｳﾀ 大4
632 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大4

3 同志社大 1232 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1239 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 大3

1236 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大3
1233 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 大4

4 早稲田大 548 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 554 髙木　遼司 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 大2

543 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大4
550 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 大3

5 中央大 70 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 81 藤原　諒大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ 大1

60 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大3
62 大坪　駿也 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ 大3

6 関西大 1304 樽井　　学 ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1307 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大3

1312 中村　康二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 大2
1300 塩野　晴紀 ｼｵﾉ ﾊﾙｷ 大4

7 東洋大 513 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 511 高橋　健人 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ 大4

525 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大1
519 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大2

8 福井工業大 913 竹田誠之介 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 大4
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 920 木下　晴登 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 大2

916 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大2
915 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大3

9 国際武道大 699 若月　佑平 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾍｲ 大2
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大学 697 中島　　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 大4

698 小林　憲明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 大4
705 土田　省吾 ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大1
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5組
0 東海学園大 1004 竹内　芳輝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 大3

ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1005 後藤　泰地 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 大2
1006 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 大2
999 伊藤うめまる ｲﾄｳ ｳﾒﾏﾙ 大4

1 専修大 430 髙山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 大4
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 429 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 大4

435 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大3
440 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1

2 順天堂大 679 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 673 吉澤　敦希 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｷ 大4

684 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1
686 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 大1

3 近畿大 1193 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1202 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大2

1190 佐々木雄登 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 大4
1197 荒川　良輔 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 大3

4 中京大 840 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 833 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大3

821 堀籠　大輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 大4
831 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大3

5 日本大 584 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 610 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大1

597 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大2
579 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大4

6 岡山大 1404 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1412 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 大2

1402 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 大4
1401 高村　　健 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ 大4

7 法政大 4 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 14 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 大3

22 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大2
5 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 大4

8 神奈川大 473 安藤　泰貴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 468 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大3

472 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 大2
466 勝田　康貴 ｶﾂﾀ ｺｳｷ 大4

9 青山学院大 422 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大1
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 418 上野　大樹 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｷ 大4

421 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 大2
424 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大1
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