
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 734 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1
1 255 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
2 463 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
3 1030 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 798 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
5 1458 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 1244 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
7 727 廣川　剛大 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
8 1548 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大2
9 700 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

2組
0 992 竹内　芳輝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
1 1020 林　　聖大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 669 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
3 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
4 1461 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 468 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
6 17 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
7 672 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
8 803 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
9 1171 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1

3組
0 1521 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大3
1 1028 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 305 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
3 912 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大4
4 1353 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大1
5 1319 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大1
6 874 紀太　直哉 ｷﾀ ﾅｵﾔ 南山大 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲ 大1
7 744 越塚　幸司 ｺｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大1
8 265 金刺　将平 ｶﾈｻﾞｼ ｼｮｳﾍｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
9 225 三輪　拓実 ﾐﾜ ﾀｸﾐ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大3

4組
0 932 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
1 1054 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
2 873 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 南山大 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲ 大2
3 954 太田　直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
4 723 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
5 1417 大谷　　翼 ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
6 927 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
7 209 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
8 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
9 8 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 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. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 916 木下　晴登 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大3
1 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
2 1454 瀬戸口裕嗣 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼ 熊本学園大 ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 302 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
4 324 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
5 1172 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
6 1099 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
7 300 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
8 1101 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
9 254 安河内将基 ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3

6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
1 413 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 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
3 1208 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
4 408 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
5 464 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
6 845 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 334 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
8 21 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
9 1150 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大1

7組
0 402 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
1 387 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
2 756 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 96 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 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 84 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
6 618 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
7 208 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
8 838 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
9 358 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4

8組
0 381 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
1 336 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
2 1161 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
3 1354 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
4 100 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 762 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
6 591 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
7 841 寺岡　太一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
8 503 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
9 622 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 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. 38 男子    200m   自由形   予選   9組 日本記録  1:45.23
大会記録  1:45.96

水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 548 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
1 557 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
2 760 柴田　伍郎 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 641 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 1200 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
5 496 浅野　雄亮 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
6 499 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
7 1463 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 1270 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
9 61 大坪　駿也 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
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