
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. 46 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:30.74
大会記録  3:35.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 福井工業大 912 大田　健太 ｵｵﾀ ｹﾝﾀ 大4

ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 917 熊倉　拓未 ｸﾏｸﾗ ﾀｸﾐ 大2
916 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大2
913 竹田誠之介 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 大4

1 長崎大 1495 松尾　拓己 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 大2
ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学 1496 福永　真広 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 大1

1494 内山　和昭 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 大2
1497 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大1

2 新潟大 929 川上　裕樹 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 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

924 関谷　　岳 ｾｷﾔ ｶﾞｸ 大2
927 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 大3

3 広島経済大 1452 金石　　優 ｶﾈｲｼ ﾕﾀｶ 大2
ﾋﾛｹｲﾀﾞｲ 大学 1451 毛利　純希 ﾓｳﾘ ｼﾞｭﾝｷ 大2

1453 森川恭太郎 ﾓﾘｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 大2
1454 中尾　俊介 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ 大1

4 東北学院大 1578 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1579 亀山　一樹 ｶﾒﾔﾏ ｶｽﾞｷ 大3

1584 遠藤　拓哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 大2
1585 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 大2

5 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

6 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 1572 奥崎　一平 ｵｸｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 大2

1571 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 大2
1574 渡邉　幹也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ 大2

7 松山大 1446 岩崎　理瑠 ｲﾜｻｷ ﾐﾁﾙ 大1
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1441 徳岡　昌樹 ﾄｸｵｶ ﾏｻｷ 大3

1445 川又　大夢 ｶﾜﾏﾀ ﾀｲﾑ 大2
1443 丸山　仁志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 大3

8 常葉大 1029 池島　史弥 ｲｹｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 大4
ﾄｺﾊﾀﾞｲ 大学 1033 佐久間一輝 ｻｸﾏ ｶｽﾞｷ 大1

1030 小出　純也 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大3
1031 加藤　伸弥 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 北海道大 1600 龍田　　力 ﾀﾂﾀ ﾁｶﾗ 大2

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1602 牧　　海平 ﾏｷ ｶｲﾍｲ 大1
1601 長澤　貴彦 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋｺ 大2
1608 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大1

1 九州共立大 1549 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 大3
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1548 堤　　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 大4

1550 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大3
1551 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 大3

2 大阪教育大 1071 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1078 石井　孝典 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 大2

1073 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大3
1076 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大3

3 立教大 323 長谷川慶一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 322 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 大1

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

4 拓殖大 291 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 292 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大3

294 清水　勇也 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 大2
296 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 大2

5 鹿屋体育大 1516 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 大2
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1519 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 大2

1505 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大4
1514 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 大3

6 神奈川大 474 加藤　　竣 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 463 藤田　真平 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 大4

475 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 大1
468 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大3

7 桐蔭横浜大 770 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 772 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 大3

781 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 大2
780 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 大2

8 愛知学院大 805 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 809 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 大2

802 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 大3
801 杉本　陵亮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大4

9 新潟医福大 941 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 940 後沢　秀至 ｺﾞｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大4

934 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 大4
968 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 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 704 原　裕次郎 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大1
698 小林　憲明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 大4
697 中島　　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 大4

1 東洋大 525 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 520 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大2

519 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大2
513 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大3

2 法政大 13 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 15 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大3

2 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 大4
4 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大4

3 近畿大 1192 早川　宗摩 ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾏ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1198 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 大3

1206 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 大1
1202 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大2

4 明治大 342 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 351 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大3

349 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大3
358 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大2

5 岡山大 1412 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 大2
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1399 上西　穂高 ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ 大4

1402 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 大4
1404 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大3

6 順天堂大 684 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 678 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 大3

675 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ 大4
679 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大3

7 東海学園大 1000 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 大3
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1002 林田　公威 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐﾀｹ 大3

1001 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大3
999 伊藤うめまる ｲﾄｳ ｳﾒﾏﾙ 大4

8 山梨学院大 711 平澤　一洋 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 721 吉原　飛翔 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 大3

718 小野川　旭 ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ 大3
716 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大4

9 関西大 1319 久保　勇登 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1297 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 大4

1301 東　　大貴 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大4
1307 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 大阪経済大 1380 澤井　尚耶 ｻﾜｲ ﾅｵﾔ 大4

ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大学 1382 寺久保健人 ﾃﾗｸﾎﾞ ｹﾝﾄ 大4
1379 笹井　俊宏 ｻｻｲ ﾄｼﾋﾛ 大4
1385 金山　強起 ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ 大2

1 青山学院大 417 清水　寛朗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 大4
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 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
422 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大1

2 大阪体育大 1039 金持　義和 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1036 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大4

1049 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大2
1034 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大4

3 東海大 641 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 632 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大4

649 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大1
637 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

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 561 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大1

552 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大2
543 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大4

5 日本体育大 114 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 大1
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 87 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 大4

106 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 大2
103 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大2

6 慶應義塾大 205 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 大1
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 189 渡辺　健吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 大4

191 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大4
188 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 大4

7 筑波大 395 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 398 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大1

389 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大3
380 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大4

8 京都大 1335 金光　伸祐 ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ 大3
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1344 八舟　　翼 ﾔﾌﾈ ﾂﾊﾞｻ 大3

1338 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 大4
1341 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大3

9 天理大 1261 宅間　堅斗 ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ 大4
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1278 最相　　旭 ｻｲｿｳ ｱｻﾋ 大1

1272 川脇樹希也 ｶﾜﾜｷ ｼﾞｭｷﾔ 大3
1263 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大3
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5組
0 神戸大 1180 田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 大4

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学 1182 北野　　怜 ｷﾀﾉ ｻﾄｼ 大4
1184 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ 大4
1181 中路　尋貴 ﾅｶｼﾞ ﾋﾛｷ 大4

1 同志社大 1238 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1240 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 大3

1239 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 大3
1232 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 大4

2 関西学院大 1113 井上　裕介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1115 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 大3

1131 甲谷　直希 ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ 大1
1114 﨑久保拓洋 ｻｷｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 大4

3 中央大 67 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 52 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 大4

69 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大2
70 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2

4 中京大 822 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 826 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 大3

820 岸　　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ 大4
840 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大1

5 日本大 583 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 577 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 大4

578 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ 大4
579 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大4

6 立命館大 1348 清水　佑八 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ 大4
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1356 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 大3

1357 西垣　喬弘 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大2
1352 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 大4

7 専修大 441 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 442 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大1

435 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大3
429 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 大4

8 国士舘大 241 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 大3
ｺｸｼｶﾝ 大学 237 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大3

245 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 大2
230 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 大4

9 福岡大 1473 伊牟田航平 ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1471 野田　皐成 ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 大2

1465 峯　　勇太 ﾐﾈ ﾕｳﾀ 大4
1470 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 大1
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