
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 64 男子    200m   個人メドレー   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2 116 関　　飛翔 ｾｷ ﾂﾊﾞｻ ﾙﾈｻﾝｽ幕張   中2
3 96 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ ｽｳｨﾝ南越谷  高1
4 67 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ スウィン熊谷 高1
5 153 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ ＤＯＳＳ豊洲 中3
6 443 武井凜太郎 ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 福岡ＳＣ    中3
7 193 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   中2
8
9

2組
0 490 鵜池　海大 ｳｲｹ ｶｲﾀ 中央大学    大1
1 147 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 東京ＳＣ    高1
2 736 村上　欣義 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 中京大学    大2
3 667 窪地　洸介 ｸﾎﾞﾁ ｺｳｽｹ 日本大学    大2
4 52 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 自衛隊      
5 808 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 同志社大学  大2
6 467 林　　寛人 ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ 法政大学    大1
7 329 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 京都外大西高 高3
8 647 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 早稲田大学  大1
9 146 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 東京ＳＣ    /淑徳巣鴨高校 高2

3組
0 500 田村　光洋 ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ 日本体育大学 大3
1 687 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 順天堂大学  大3
2 573 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 筑波大学    大2
3 465 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 法政大学    大1
4 268 上島　　俊 ｳｴｼﾏ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜  
5 474 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 中央大学    大4
6 537 福山　直人 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵﾄ 国士舘大学  大4
7 492 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 中央大学    大1
8 541 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 国士舘大学  大3
9 94 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ ＪＳＳ毛呂山 高2

4組
0 577 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 筑波大学    大1
1 418 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ WakayamaST  
2 697 大野　純弥 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨学院大学 大3
3 396 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ コナミ西宮  高2
4 1001 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  大3
5 481 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 中央大学    大3
6 558 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 明治大学    /アクラブ調布 大2
7 10116 Travis Mahoney Travis Mahon ＡＵＳ      
8 1003 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ ＪＡＰＡＮ  
9 673 岩崎　　慶 ｲﾜｻｷ ｹｲ 日本大学    大1
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 829 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 鹿屋体育大学 大4
1 284 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ ＮＳＰ      
2 570 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 筑波大学    大3
3 144 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 大1
4 1002 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  
5 1008 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＡＰＡＮ  大3
6 462 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 法政大学    大2
7 816 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 岡山大学    大4
8 21 村川　　諒 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 茗水会      
9 340 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ イ ト マ ン 大3

6組
0 10207 Max Litchfield Max Litchfie ＧＢＲ      
1 243 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ ATSC.YW     /明治大学    大1
2 556 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 明治大学    /アクラブ調布 大2
3 497 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 日本体育大学 大4
4 204 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ ミキハウス  
5 227 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ ヨコハマＳＣ 高2
6 665 藤本　　凌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 日本大学    大2
7 666 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 日本大学    大2
8 595 藤井　大立 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾀｶ 神奈川大学  大4
9 484 宇都宮壱基 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 中央大学    大2
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