
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 44 男子   1500m   自由形   予選   5組 日本記録 14:54.80
大会記録 15:01.62

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 38 吉岡　康樹 ﾖｼｵｶ ﾔｽｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 271 一宮　大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
3 1108 小林　薫平 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
4 923 赤石　泰宗 ｱｶｲｼ ﾔｽﾑﾈ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
5 589 寺崎　拓海 ﾃﾗｻｷ ﾀｸﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
6 556 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
7 378 藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
8 34 市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
9 699 前野　慎也 ﾏｴﾉ ｼﾝﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

2組
0 915 井関　　翔 ｲｾｷ ｼｮｳ 福井工業大 ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大3
1 1268 宮本　将崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
2 1422 越川　優太 ｺｼｶﾜ ﾕｳﾀ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 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
4 266 古庄　宥史 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｼﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
5 65 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 470 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
7 467 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
8 795 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
9 979 河合　駿介 ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大3

3組
0 1169 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
1 1199 三浦　康弘 ﾐｳﾗ ﾔｽﾋﾛ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
2 111 野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 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
4 102 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 73 小松代和磨 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾏ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 766 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
7 1018 加藤　伸弥 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 常葉大 ﾄｺﾊﾀﾞｲ 大4
8 1460 岩下　幸平 ｲﾜｼﾀ ｺｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
9 383 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1

4組
0 1473 佐貫　省吾 ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
1 256 柴田　大造 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
2 550 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
3 831 橋口　勝輝 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 1166 木村　匡克 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
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 1087 佐野　　武 ｻﾉ ﾀｹﾙ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
7 645 戸崎　　祐 ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 757 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
9 642 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 629 藤原　　慧 ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾄｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
1 407 斉藤　匠海 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 1153 松本　宗士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
3 833 中島　拓海 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 377 仲家　槙吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
5 754 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
6 60 平野　　誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 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
8 920 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大4
9 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
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