
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場
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大会記録  3:17.88

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 福井工業大 916 木下　晴登 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 大3
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 913 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大3

915 井関　　翔 ｲｾｷ ｼｮｳ 大3
912 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大4

2 島根大 1353 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大1
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1351 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大1

1348 野村　拓哉 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 大2
1349 西田　　覚 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 大2

3 弘前大 1563 佐々木駿斗 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 大3
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1561 米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ 大4

1566 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大1
1562 及川　龍二 ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 大4

4 九州共立大 1502 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 大4
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1501 城　　匠己 ｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大4

1507 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大2
1500 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大4

5 新潟医福大 945 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 932 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 大3

942 畑中　拓馬 ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 大2
927 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 大4

6 広島大 1383 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大2
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1377 近藤　直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 大3

1380 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大2
1379 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大2

7 長崎大 1452 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大2
ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学 1449 松尾　拓己 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 大3

1447 龍　　勇樹 ﾘｭｳ ﾕｳｷ 大3
1450 福永　慶士 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｼ 大3
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2組
0 岐阜聖徳学大 976 榊原　弘騎 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 大4

ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 981 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大2
982 山内　冬威 ﾔﾏｳﾁ ﾄｳｲ 大2
977 石井　大貴 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 大4

1 東海学園大 992 竹内　芳輝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1001 宮元　　陵 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 大1

994 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3
993 後藤　泰地 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 大3

2 立教大 323 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 336 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大1

334 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 大1
324 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3

3 桐蔭横浜大 794 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 790 山本　泰史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 大4

798 酒井　智正 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 大3
796 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 大3

4 山梨学院大 762 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 756 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 大3

755 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 大3
761 井上　慈温 ｲﾉｳｴ ｼﾞｵﾝ 大3

5 国士舘大 242 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 235 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 大4

255 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大3
240 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 大4

6 関西学院大 1099 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 大3
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1111 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大1

1101 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 大2
1093 齊藤　大己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 大3

7 拓殖大 299 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 305 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 大1

302 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 大3
300 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 大4

8 北海道大 1550 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1547 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大2

1542 土生圭一郎 ﾊﾌﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3
1548 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 大2

9 香川大 1395 細川　涼太 ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳﾀ 大3
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1397 別所　佑亮 ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ 大2

1396 公門　岳曉 ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ 大2
1399 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 大1
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3組
0 天理大 1240 高田　　燎 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 大3

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1235 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 大4
1243 菱川　真志 ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ 大2
1233 牧野　涼夏 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾅ 大4

1 大阪教育大 1056 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1055 宮本　泰輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 大4

1054 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大4
1060 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大2

2 慶應義塾大 194 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 205 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 大1

208 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大1
196 塩川　　拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ 大3

3 近畿大 1156 荒川　良輔 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1161 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大3

1172 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大1
1162 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 大3

4 明治大 374 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 369 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大3

366 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 大3
381 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大2

5 中央大 77 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 80 藤原　諒大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ 大2

85 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 大1
59 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大4

6 同志社大 1215 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1208 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大3

1203 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 大4
1205 野嶋　将至 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｼ 大4

7 鹿屋体育大 1461 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1463 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 大4

1462 湯之原孝実 ﾕﾉﾊﾗ ﾀｶﾐ 大4
1458 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大4

8 東京大 230 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大2
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学 224 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大2

222 鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 大4
221 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 大4

9 東北学院大 1523 亀山　一樹 ｶﾒﾔﾏ ｶｽﾞｷ 大4
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1525 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 大3

1531 木村　大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 大1
1522 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 大4
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4組
0 甲南大 1143 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 大4

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1146 飯山　健太 ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大3
1144 古畑　海里 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ 大4
1150 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 大1

1 立命館大 1311 橋本　雅司 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1313 藤政　　魁 ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ 大3

1319 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 大1
1310 西垣　喬弘 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大3

2 法政大 12 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 21 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大3

9 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 大4
17 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 大4

3 神奈川大 500 安藤　泰貴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 505 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 大1

499 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 大3
494 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4

4 早稲田大 585 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 584 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大4

594 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大2
588 髙木　遼司 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 大3

5 日本大 618 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 649 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 大1

631 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大3
639 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大2

6 筑波大 408 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 402 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 大4

416 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大2
405 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大4

7 大阪体育大 1025 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1030 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大2

1037 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大1
1028 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大2

8 京都大 1302 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 大2
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1298 渡邉　雄平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 大3

1300 松村　遼平 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大2
1297 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大4

9 福岡大 1418 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1437 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 大1

1416 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 大4
1429 宗光　和希 ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ 大1
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5組
0 青山学院大 445 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 448 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大2
443 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3
446 岩瀬　夏月 ｲﾜｾ ﾅﾂｷ 大1

1 関西大 1272 仲埜　光裕 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1270 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大4

1271 山﨑　龍朗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 大4
1275 馬郷　龍二 ﾊﾞｺﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ 大4

2 東海大 682 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 669 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4

672 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 大4
694 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大1

3 東洋大 543 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 557 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大1

555 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大1
548 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 大2

4 中京大 828 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 824 早川裕一朗 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4

826 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大4
837 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大2

5 日本体育大 99 関根　正敏 ｾｷﾈ ﾏｻﾄｼ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 96 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大4

100 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大3
95 吉田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 大4

6 専修大 470 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 464 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2

459 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大4
463 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 大2

7 順天堂大 723 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 721 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 大4

725 武次　海斗 ﾀｹﾂｸﾞ ｶｲﾄ 大3
733 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大1

8 岡山大 1354 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1363 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 大3

1361 吉村　健太 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 大3
1365 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大1

9 大阪大 1076 山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大4
ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学 1078 藤井　脩道 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾄﾞｳ 大4

1079 西畑　　穣 ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ 大3
1077 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 大4
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