
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 68 男子     50m   自由形   予選   7組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2 10116 Travis Mahoney Travis Mahon ＡＵＳ      
3 10301 Chao Man Hou Chao Man Hou ＭＡＣ      
4 433 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 坂出伊藤ＳＳ 高1
5 10117 Ashley Delaney Ashley Delan ＡＵＳ      
6 29 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ ｽｳｨﾝ宇都宮  中3
7
8
9

2組
0 121 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
1 10112 Ned McKendry Ned McKendry ＡＵＳ      
2 10111 David McKeon David McKeon ＡＵＳ      
3 218 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ Liatris     
4 646 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 早稲田大学  大1
5 782 﨑久保拓洋 ｻｷｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 関西学院大学 大4
6 643 髙木　遼司 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 早稲田大学  大2
7 635 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 早稲田大学  大4
8 179 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ CeriseSports
9 561 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 明治大学    /アクラブ調布 大1

3組
0 161 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ コナミ西葛西
1 436 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ジャパン三木 大3
2 682 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 東海大学    大2
3 567 関谷　斗武 ｾｷﾔ ﾄﾑ 筑波大学    大4
4 737 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 中京大学    大1
5 10113 David Morgan David Morgan ＡＵＳ      
6 439 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 愛競対      
7 414 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ WakayamaST  
8 415 平　　拓也 ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ WakayamaST  
9 89 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ スウィン埼玉/明治大学    大2

4組
0 763 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大  大4
1 10402 Wu Chun-Feng Wu Chun-Feng ＴＰＥ      
2 666 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 日本大学    大2
3 659 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 日本大学    大3
4 125 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大1
5 200 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ ミズノ      
6 57 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 第一三共    /スウィン埼玉
7 10120 Regan Leong Regan Leong ＡＵＳ      
8 178 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ CeriseSports
9 802 西能　正剛 ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ 同志社大学  大4
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 68 男子     50m   自由形   予選   7組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 301 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ｳﾞｨﾝﾁﾄｰﾚ    
1 786 齊藤　大己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 関西学院大学 大2
2 48 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 自衛隊      
3 791 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 近畿大学    大4
4 1011 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ＪＡＰＡＮ  
5 251 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ NECGSC溝の口
6 453 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 法政大学    大4
7 569 甫本　研太 ﾎﾓﾄ ｹﾝﾀ 筑波大学    大3
8 208 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ ＦＢインター
9 532 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 慶應義塾大学 大3

6組
0 10118 Tommy Sucipto Tommy Sucipt ＡＵＳ      
1 482 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 中央大学    大3
2 475 西井　　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 中央大学    大4
3 272 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 富士通      
4 269 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  
5 410 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ 桜泳会ＳＳ  
6 417 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ WakayamaST  
7 240 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ ATSC.YW     
8 49 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 自衛隊      
9 641 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 早稲田大学  大3

7組
0 386 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ イトマン近大 大2
1 828 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 鹿屋体育大学 大4
2 812 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 京都大学    大3
3 47 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 自衛隊      
4 10501 Anthony ERVIN Anthony ERVI ＵＳＡ      
5 1010 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ＪＡＰＡＮ  大4
6 809 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 天理大学    大3
7 587 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 青山学院大学 大1
8 728 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 中京大学    大3
9 416 下田　　瑛 ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾗ WakayamaST  
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