
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. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1571 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大2
1 784 酒井　智正 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大2
2 246 鈴木　義哉 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
3 637 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
4 1269 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
5 697 中島　　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大4
6 233 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
7 368 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
8 790 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
9

2組
0 4 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
1 1280 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
2 62 大坪　駿也 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 1472 坂本　悠輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
4 1512 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 53 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 251 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
7 674 関川　和晃 ｾｷｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
8 19 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
9 551 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2

3組
0 630 瀬尾　翔太 ｾｵ ｼｮｳﾀ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
1 955 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
2 682 廣川　剛大 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
3 915 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大3
4 1304 樽井　　学 ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
5 1006 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大2
6 505 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大4
7 304 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
8 1350 大黒　晃季 ｵｵｸﾛ ｺｳｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
9 1469 大谷　　翼 ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2

4組
0 293 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
1 1385 金山　強起 ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ 大阪経済大 ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大2
2 296 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
3 1509 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3
4 558 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
5 1514 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 392 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 477 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
8 1203 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
9 290 菊地　駿太 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4

Page: 1/3 Printing: 2015/09/03 18:25:24

学関東
学関東
学関西
学関東

加　盟

学関東
学関西
学関東
学九州
学関東
学九州

学関西
学中部
学関東
学関東
学関西
学九州

学関東
学関東

学関東
学中部
学関東
学中部

学関東
学九州
学九州
学関東
学関東
学関東

学関東
学関東
学関東

学関東
学関西

学北部
学関東
学関東
学関東
学関西
学関東



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. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1466 藤山　晃亮 ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
1 386 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 1352 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
3 440 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
4 1244 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
5 920 木下　晴登 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大2
6 316 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
7 86 羽賀　大記 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 639 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
9 1177 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大3

6組
0 380 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
1 1073 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
2 524 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
3 948 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
4 1119 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3
5 522 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
6 1034 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4
7 73 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 1052 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
9 1309 仲埜　光裕 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3

7組
0 731 柴田　伍郎 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
1 347 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
2 1233 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
3 584 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 22 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
5 513 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
6 734 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
7 1404 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
8 469 浅野　雄亮 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
9 1500 瀬戸口裕嗣 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼ 熊本学園大 ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2

8組
0 429 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
1 1190 佐々木雄登 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
2 468 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3
3 1202 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
4 188 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4
5 825 日髙　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 726 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 679 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
8 370 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
9 1307 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 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. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 1105 西桶　正倫 ﾆｼｵｹ ﾏｻﾐﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
1 95 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 588 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 821 堀籠　大輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 579 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 831 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 103 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 1236 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
8 913 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4
9 1128 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
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