
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 68 男子    100m   背泳ぎ   予選   9組 日本記録    52.24
大会記録    52.24

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 726 松本　卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
2 1154 竹田　昇真 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
3 1476 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 1543 龍田　　力 ﾀﾂﾀ ﾁｶﾗ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大3
5 1522 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大4
6 1173 姫野　幹大 ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
7 688 渡辺　将吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8
9

2組
0 731 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
1 787 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4
2 878 廣野　喬大 ﾋﾛﾉ ｷｮｳﾀ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大1
3 1063 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大1
4 1465 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 1084 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大阪市立大 ｲﾁﾀﾞｲ 大1
6 471 小沢　一朗 ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
7 231 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大2
8 1425 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
9 730 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2

3組
0 1031 大久保健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
1 415 秦　　俊陽 ﾊﾀ ﾄｼｱｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 230 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大2
3 317 岩渕　龍河 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｭｳｶﾞ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
4 924 細井　竜輝 ﾎｿｲ ﾘｭｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
5 62 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 1296 金光　伸祐 ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大4
7 385 重見　和秀 ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
8 1455 野間勇士朗 ﾉﾏ ﾕｳｼﾛｳ 熊本学園大 ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
9 1167 常盤　忠靖 ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2

4組
0 1091 立花槙次郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
1 989 清水　祐輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
2 1562 及川　龍二 ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大4
3 674 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
4 633 木坂　　楓 ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 39 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
6 1507 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 1344 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大1
8 307 友常　　潤 ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
9 81 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 30 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
1 417 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 653 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 1411 穐山　和也 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 環太平洋大 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳ 大3
4 1235 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
5 538 田中健史朗 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大3
6 1382 白石　亮平 ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大2
7 1499 富　　勇介 ﾄﾐ ﾕｳｽｹ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
8 988 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
9 818 柳沼　奏太 ﾔｷﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3

6組
0 938 上村　祐樹 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
1 1237 橋本　颯斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
2 834 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 558 三好　健介 ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
4 1023 吾郷遼太郎 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 554 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
6 948 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
7 1110 三坂　一真 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
8 184 永冨　誠大 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大3
9 188 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大2

7組
0 1214 小林雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
1 11 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 1434 畑田　光輝 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
3 66 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 849 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 547 小鶴　陸人 ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
6 110 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 1363 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
8 241 須貝　和彦 ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
9 1035 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1

8組
0 583 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
1 242 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
2 101 高野　洋斗 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 617 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 370 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
5 367 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
6 895 三好　　達 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大4
7 246 植木　海帆 ｳｴｷ ｶｲﾎ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
8 666 石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大4
9 771 青木　順一 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 1421 伊牟田航平 ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
1 1202 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
2 772 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
3 201 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
4 828 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 298 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
6 597 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 1246 相浦　優大 ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
8 411 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
9 1520 相馬　健佑 ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ 仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大4
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