
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 66 男子     50m   背泳ぎ   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2 335 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ太秦   中3
3 781 井上　裕介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 関西学院大学 大4
4 825 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 福岡大学    大1
5 218 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ Liatris     
6 640 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 早稲田大学  大3
7
8
9

2組
0 50 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 自衛隊      
1 824 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 福岡大学    大2
2 124 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学    大1
3 765 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 新潟医福大  大1
4 758 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ 南山大学    大4
5 505 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 日本体育大学 大1
6 458 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 法政大学    大3
7 834 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 鹿屋体育大学 大2
8 813 清水　佑八 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ 立命館大学  大4
9 770 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 東海学園大学 大3

3組
0 54 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 自衛隊      
1 10101 Matson Lawson Matson Lawso ＡＵＳ      
2 264 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ ＪＦＥ京浜  
3 134 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 日大豊山高校 高3
4 57 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 第一三共    /スウィン埼玉
5 60 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮 高3
6 1003 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ ＪＡＰＡＮ  
7 10117 Ashley Delaney Ashley Delan ＡＵＳ      
8 273 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ 富士通      
9 658 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大学    大3

4組
0 575 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 筑波大学    大2
1 845 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 九州共立大学 大3
2 274 桜井　裕輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 富士通      
3 557 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 明治大学    /アクラブ調布 大2
4 144 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 大1
5 445 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ ＢＳ長住    高3
6 538 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 国士舘大学  大4
7 542 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 国士舘大学  大3
8 270 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 海自横須賀  
9 279 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 富士通      
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 66 男子     50m   背泳ぎ   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 651 塚田　惟玖 ﾂｶﾀﾞ ｲｸ 日本大学    大4
1 460 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 法政大学    大3
2 121 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大4
3 262 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ ＪＦＥ京浜  
4 721 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 中京大学    大4
5 552 森谷　　駿 ﾓﾘﾀﾆ ｼｭﾝ 明治大学    /アクラブ調布 大4
6 10115 Josh Beaver Josh Beaver ＡＵＳ      
7 639 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 早稲田大学  大3
8 818 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 岡山大学    大2
9 276 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 富士通      
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