
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 46 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:30.74
大会記録  3:35.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 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 914 熊倉　拓未 ｸﾏｸﾗ ﾀｸﾐ 大3

913 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大3
912 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大4

4 島根大 1349 西田　　覚 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 大2
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1351 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大1

1352 加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大1
1353 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大1

5 長崎大 1448 内山　和昭 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 大3
ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学 1451 福永　真広 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 大2

1452 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大2
1449 松尾　拓己 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 大3

6

7

8

9
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2組
0 広島大 1382 白石　亮平 ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 大2

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1383 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大2
1377 近藤　直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 大3
1379 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大2

1 新潟医福大 948 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 934 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 大3

949 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 大1
932 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 大3

2 北海道大 1543 龍田　　力 ﾀﾂﾀ ﾁｶﾗ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1545 牧　　海平 ﾏｷ ｶｲﾍｲ 大2

1544 長澤　貴彦 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋｺ 大3
1550 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大2

3 山梨学院大 772 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大1
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 752 吉原　飛翔 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 大4

750 小野川　旭 ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ 大4
762 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大2

4 東海学園大 988 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 997 川江　拓実 ｶﾜｴ ﾀｸﾐ 大2

990 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大4
992 竹内　芳輝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 大4

5 桐蔭横浜大 787 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大4
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 799 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 大2

800 吉田　　考 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 大2
796 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 大3

6 九州共立大 1499 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 大4
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1511 角田　武漢 ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ 大1

1500 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大4
1502 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 大4

7 香川大 1398 大田　一貴 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 大2
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1394 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大4

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

8 弘前大 1562 及川　龍二 ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 大4
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1564 澁谷　旬哉 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾔ 大2

1566 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大1
1565 相馬　享亮 ｿｳﾏ ｺｳｽｹ 大2

9 岐阜聖徳学大 985 鬼頭　孝明 ｷﾄｳ ﾀｶｱｷ 大1
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 978 堀　　光佑 ﾎﾘ ｺｳｽｹ 大3

980 加納　拓也 ｶﾉｳ ﾀｸﾔ 大2
981 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大2
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3組
0 拓殖大 298 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大4

ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 299 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大4
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

1 慶應義塾大 201 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 203 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 大2

196 塩川　　拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ 大3
194 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 大4

2 大阪教育大 1057 廣里　英幹 ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 大3
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1056 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 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

3 筑波大 411 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 414 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大2

401 安藤　一歩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾎ 大4
408 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 大3

4 明治大 370 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 362 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大4

376 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大2
369 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大3

5 日本大 653 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 619 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 大4

626 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 大3
618 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大4

6 天理大 1246 相浦　優大 ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1242 最相　　旭 ｻｲｿｳ ｱｻﾋ 大2

1245 佐藤　雄也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 大1
1229 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大4

7 同志社大 1202 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1204 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 大4

1203 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 大4
1215 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大2

8 立命館大 1306 堤　　悠也 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾔ 大4
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1307 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 大4

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

9 福岡大 1425 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1419 野田　皐成 ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 大3

1418 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 大2
1437 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 大1
Page: 3/5 Printing: 2016/09/03 9:31:48

学関西

学九州

加　盟

学関西

学関東

学関東

学関東

学関西

学関西

学関東

学関東



スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 46 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:30.74
大会記録  3:35.13

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 東北学院大 1522 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 大4

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1530 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 大1
1524 遠藤　拓哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 大3
1525 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 大3

1 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 270 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 大1

249 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 大3
235 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 大4

2 岡山大 1363 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1357 大坪　弘基 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ 大3

1361 吉村　健太 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 大3
1354 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大4

3 日本体育大 110 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 大2
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 94 菅原　一樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 大4

120 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大1
100 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大3

4 早稲田大 584 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 594 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大2

587 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大3
585 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 大4

5 中央大 66 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 71 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 大3

68 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大3
79 福重　浩太 ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ 大2

6 法政大 11 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 13 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大4

25 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 大2
12 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 大4

7 関西学院大 1091 立花槙次郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1085 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 大4

1095 橘　　知毅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ 大3
1093 齊藤　大己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 大3

8 東京大 231 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 大2
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学 222 鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 大4

224 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大2
230 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大2

9 立教大 317 岩渕　龍河 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｭｳｶﾞ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 330 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 大2

323 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大4
334 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 大1
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5組
0 大阪体育大 1035 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 大1

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1026 伊敷　竜治 ｲｼｷ ﾘｭｳｼﾞ 大3
1025 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大3
1037 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大1

1 神奈川大 501 道喜　海成 ﾄﾞｳｷ ｶｲｾｲ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 507 足立　光駿 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ 大1

502 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 大2
494 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4

2 専修大 465 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 466 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大2

459 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大4
464 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2

3 東海大 674 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 668 叶　　颯斗 ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 大4

680 林　　拓実 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 大3
682 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大3

4 中京大 849 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 821 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 大4

828 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大4
837 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大2

5 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 546 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大3

545 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大3
557 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大1

6 順天堂大 731 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 722 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 大4

730 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2
723 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大4

7 近畿大 1167 常盤　忠靖 ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1158 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 大4

1163 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 大2
1161 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大3

8 青山学院大 449 中村　大海 ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ 大1
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 444 河上　大輝 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 大1

448 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大2
445 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2

9 鹿屋体育大 1465 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1468 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 大3

1478 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大1
1461 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大4
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