
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 66 男子    100m   自由形   予選   10組 日本記録    47.99
大会記録    48.55

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 700 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
1 732 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
2 9 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
3 1548 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大2
4 942 畑中　拓馬 ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
5 588 髙木　遼司 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
6 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
7 17 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 725 武次　海斗 ﾀｹﾂｸﾞ ｶｲﾄ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
9

2組
0 1088 山本　知志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
1 669 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
2 1311 橋本　雅司 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大3
3 1093 齊藤　大己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
4 1437 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
5 1531 木村　大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
6 1233 牧野　涼夏 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾅ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
7 463 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
8 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
9 199 椋代　玲央 ﾑｸﾀﾞｲ ﾚｵ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2

3組
0 1215 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
1 790 山本　泰史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4
2 77 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
3 244 伊能　　龍 ｲﾉｳ ﾘｭｳ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
4 1243 菱川　真志 ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
5 324 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
6 1172 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
7 990 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
8 932 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
9 1037 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1

4組
0 981 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大2
1 420 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 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
3 1502 姫嶋　一輝 ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 221 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大4
5 816 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
6 489 大枝　　幹 ｵｵｴﾀﾞ ﾓﾄｷ 東京理科大 ﾄｳﾘｶﾀﾞｲ 大3
7 1416 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
8 876 濱野　天暢 ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 愛知大 ｱｲﾁﾀﾞｲ 大2
9 303 村上　　豪 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 66 男子    100m   自由形   予選   10組 日本記録    47.99
大会記録    48.55

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 334 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
1 916 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
2 402 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
3 1111 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
4 761 井上　慈温 ｲﾉｳｴ ｼﾞｵﾝ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
5 723 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
6 1150 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大1
7 794 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
8 1297 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大4
9 1077 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大4

6組
0 445 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
1 470 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
2 945 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
3 443 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
4 682 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
5 263 丸岡　大心 ﾏﾙｵｶ ﾀｲｼﾝ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
6 873 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
7 559 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
8 1076 山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大4
9 374 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2

7組
0 59 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
1 1198 荻本　雄樹 ｵｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 大阪工業大 ﾀﾞｲｺｳﾀﾞｲ 大4
2 555 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
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 1205 野嶋　将至 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
5 99 関根　正敏 ｾｷﾈ ﾏｻﾄｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 756 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
7 1025 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 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
9 505 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1

8組
0 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
1 500 安藤　泰貴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
2 824 早川裕一朗 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
3 1161 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
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 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
6 557 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
7 369 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
8 205 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
9 464 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
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場
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水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 1418 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
1 381 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
2 585 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 618 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 631 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 639 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 194 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
7 1270 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
8 408 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
9 95 吉田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4

10組
0 762 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
1 235 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
2 1156 荒川　良輔 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
3 1229 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
4 837 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 826 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 323 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
7 12 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 796 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
9 69 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
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