
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子    200m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 69 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ コナミ北浦和 中3
2 314 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 豊川高校    高2
3 722 内田　輝隆 ｳﾁﾀﾞ ｷﾘｭｳ 中京大学    大4
4 671 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 日本大学    大2
5 727 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 中京大学    大3
6 823 峯　　勇太 ﾐﾈ ﾕｳﾀ 福岡大学    大4
7 226 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ コナミ林間  中3
8
9

2組
0 284 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ ＮＳＰ      
1 441 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 九産大九州高 高3
2 232 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 横浜サクラ  /桐光学園高校 高2
3 454 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 法政大学    大4
4 536 遠藤　太陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ 国士舘大学  大4
5 807 佐々木二千翔 ｻｻｷ ﾆﾁｶ 同志社大学  大3
6 66 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ スウィン北本 大4
7 724 谷本　佳紀 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｷ 中京大学    大4
8 656 小森　悠斗 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 日本大学    大3
9 489 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 中央大学    大1

3組
0 571 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 筑波大学    大3
1 810 公門　和輝 ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ 天理大学    大3
2 343 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ イ ト マ ン 大2
3 463 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 法政大学    大2
4 654 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ 日本大学    大4
5 59 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ スウィン大宮 高3
6 574 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 筑波大学    大2
7 10104 Nicholas Brown Nicholas Bro ＡＵＳ      
8 464 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 法政大学    大1
9 15 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ SW大教いわき 高3

4組
0 466 馬場　航平 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 法政大学    大1
1 10206 Cameron Brodie Cameron Brod ＧＢＲ      
2 197 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ セガサミー  
3 254 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ NECGSC溝の口/青山学院大学 大1
4 105 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ アーデル    大1
5 741 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 中京大学    大1
6 566 林　世志輝 ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 筑波大学    大4
7 277 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 富士通      
8 700 近藤　克哉 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 山梨学院大学 大2
9 389 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 西脇工業高校/ナイスＳＰ  高2
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子    200m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 694 本田　湧己 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨学院大学 大4
1 61 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ スウィン大宮 高2
2 686 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ 順天堂大学  大4
3 739 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 中京大学    大1
4 1008 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＡＰＡＮ  大3
5 122 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大3
6 664 武田　一斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 日本大学    大2
7 553 佐藤　広隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 明治大学    /アクラブ調布 大4
8 531 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 慶應義塾大学 大4
9 621 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 東洋大学    大2

6組
0 589 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 専修大学    /アクラブ藤沢 大3
1 323 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大紀ＳＣ    高1
2 10113 David Morgan David Morgan ＡＵＳ      
3 384 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 近畿大大学院
4 58 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ スウィン大宮/明治大学    大1
5 1009 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ ＪＡＰＡＮ  大2
6 7 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 東北学院高校 高3
7 473 中曽根功也 ﾅｶｿﾈ ｺｳﾔ 中央大学    大4
8 42 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ ｽｳｨﾝあざみ  高3
9 618 牧田　卓也 ﾏｷﾀ ﾀｸﾔ 東洋大学    大3
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