
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  4 男子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  3:43.90
大会記録  3:47.59

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 200 小城　力人 ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
1 40 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 468 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
3 1022 大久保拓実 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 795 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
5 927 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
6 1169 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 21 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 734 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1
9

2組
0 801 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大2
1 271 一宮　大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
2 467 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
3 82 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
4 1216 川向　弘晃 ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
5 1432 増田　成将 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
6 798 酒井　智正 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
7 1472 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 586 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
9 1464 齋藤　優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3

3組
0 254 安河内将基 ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
1 1089 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
2 1018 加藤　伸弥 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 常葉大 ﾄｺﾊﾀﾞｲ 大4
3 836 村上　欣義 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 65 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
5 209 田中　良磨 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
6 111 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 358 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
8 672 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
9 16 竹田　渉瑚 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4

4組
0 1087 佐野　　武 ｻﾉ ﾀｹﾙ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
1 1099 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
2 622 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
3 1200 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
4 754 吉田　峻也 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
5 839 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 1155 綿引　　裕 ﾜﾀﾋｷ ﾋﾛｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
7 766 豊田　将大 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 848 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
9 1417 大谷　　翼 ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  4 男子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  3:43.90
大会記録  3:47.59

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 647 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
1 1209 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
2 499 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
3 60 平野　　誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
4 542 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
5 591 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
6 102 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 387 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
8 208 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
9 1467 梶谷　一樹 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3

6組
0 1422 越川　優太 ｺｼｶﾜ ﾕｳﾀ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
1 757 清水　俊輝 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
2 255 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
3 1166 木村　匡克 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
4 550 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
5 641 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
6 98 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 920 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大4
8 548 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
9 383 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
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