
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 32 男子     50m   平泳ぎ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2 10102 Tyrone Dobrunz Tyrone Dobru ＡＵＳ      
3 249 小池　光展 ｺｲｹ ﾐﾉﾌﾞ イトマン港北 大3
4 10301 Chao Man Hou Chao Man Hou ＭＡＣ      
5 555 山本　拓歩 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾎ 明治大学    /アクラブ調布 大2
6 535 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 国士舘大学  大4
7
8
9

2組
0 10402 Wu Chun-Feng Wu Chun-Feng ＴＰＥ      
1 688 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 順天堂大学  大3
2 576 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 筑波大学    大1
3 280 塩入　龍斗 ｼｵｲﾘ ﾘｭｳﾄ ＳＡＭ中央  高2
4 793 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 近畿大学    大3
5 678 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 東海大学    大4
6 540 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 国士舘大学  大3
7 622 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 東洋大学    大2
8 530 渡辺　健吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 慶應義塾大学 大4
9 762 後沢　秀至 ｺﾞｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 新潟医福大  大4

3組
0 638 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 早稲田大学  大3
1 267 金谷　優気 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ ＪＦＥ京浜  
2 285 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＳＰ      
3 278 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 富士通      
4 109 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 柏洋・柏    大2
5 496 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 日本体育大学 大4
6 252 兼成　憲太 ｶﾈﾅﾘ ｹﾝﾀ NECGSC溝の口
7 123 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大3
8 184 島崎将太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ BLAST WAVE  
9 775 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大阪体育大学 大4

4組
0 101 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｳｨﾝ春日部  高3
1 472 竹下　正悟 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 中央大学    大4
2 10118 Tommy Sucipto Tommy Sucipt ＡＵＳ      
3 725 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 中京大学    大3
4 716 本井　　涼 ﾓﾄｲ ﾘｮｳ 中京大学    大4
5 796 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 近畿大学    大1
6 1004 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  
7 504 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 日本体育大学 大1
8 430 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 海自江田島  
9 426 藤間　祐次 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 岡大教職    
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 32 男子     50m   平泳ぎ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 738 大寺　巧馬 ｵｵﾃﾗ ﾀｸﾏ 中京大学    大1
1 436 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ジャパン三木 大3
2 594 藤田　真平 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川大学  大4
3 456 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 法政大学    大4
4 470 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 中央大学    大4
5 210 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
6 726 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 中京大学    大3
7 780 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 関西学院大学 大4
8 289 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ ＳＡ松任    高2
9 1005 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ＪＡＰＡＮ  

6組
0 806 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 同志社大学  大3
1 159 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ Ｓｔｙｌｅ１
2 740 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 中京大学    大1
3 779 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大阪教育大学 大3
4 326 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 濃尾電機    /大垣北ＳＳ  
5 670 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 日本大学    大2
6 636 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 早稲田大学  大4
7 548 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 拓殖大学    大3
8 275 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 富士通      
9 844 堤　　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 九州共立大学 大4

Page: 2/2 Printing: 2015/05/21 15:36:34

学九州

加　盟

学関西
岐  阜
学関東
学関東
学関東
神奈川

学関西
石  川

学関西
東  京
学中部

香  川
学関東
学関東
学関東
東  京
学中部

学中部


