
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 70 男子    200m   平泳ぎ   予選   9組 日本記録  2:07.01
大会記録  2:08.64

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 1511 角田　武漢 ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 191 石川　圭佑 ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
3 203 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
4 1383 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大2
5 722 岸野　　力 ｷｼﾉ ﾁｶﾗ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
6 675 中市　恭平 ﾅｶｲﾁ ｷｮｳﾍｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
7 668 叶　　颯斗 ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
8 679 木村　俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
9

2組
0 1530 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
1 1242 最相　　旭 ｻｲｿｳ ｱｻﾋ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
2 789 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4
3 1469 脇園　　樹 ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 1231 弦田健太郎 ﾂﾙﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
5 997 川江　拓実 ｶﾜｴ ﾀｸﾐ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大2
6 1000 辻　　太規 ﾂｼﾞ ﾀｲｷ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
7 1217 橋本　凌輔 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
8 930 大友　一生 ｵｵﾄﾓ ｲｯｾｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
9 728 三平　浩輔 ﾐﾋﾗ ｺｳｽｹ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3

3組
0 1424 岡本　一晟 ｵｶﾓﾄ ｲｯｾｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
1 921 田口　稔基 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾙｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大3
2 1468 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 717 飯田　潤哉 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大3
4 980 加納　拓也 ｶﾉｳ ﾀｸﾔ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大2
5 1269 津川　幸久 ﾂｶﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
6 1307 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
7 70 赤井　　晨 ｱｶｲ ｼﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
8 409 沼田　啓作 ﾇﾏﾀ ｹｲｻｸ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
9 1100 中嶋　康介 ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2

4組
0 185 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 学習院大 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝ 大2
1 1329 田澤　洵汰 ﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾀ 大阪国際大 ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大4
2 1109 田中　優一 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
3 269 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
4 1211 鈴木　仁也 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
5 1060 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
6 507 足立　光駿 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
7 650 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 75 須藤　大貴 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
9 1038 山田将太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
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競技No. 70 男子    200m   平泳ぎ   予選   9組 日本記録  2:07.01
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1412 三島　泰生 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 環太平洋大 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳ 大2
1 318 福田　夏季 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
2 978 堀　　光佑 ﾎﾘ ｺｳｽｹ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大3
3 237 松崎　勝優 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
4 422 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
5 991 林田　公威 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐﾀｹ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
6 799 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大2
7 1303 松井　僚汰 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ 大阪府立大 ﾌﾀﾞｲ 大2
8 1157 山田　湧介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
9 490 今川　雄洋 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 東京理科大 ﾄｳﾘｶﾀﾞｲ 大2

6組
0 71 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
1 258 望月　利希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
2 1213 河島　　渉 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
3 539 田中　　僚 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大1
4 364 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
5 1085 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
6 1026 伊敷　竜治 ｲｼｷ ﾘｭｳｼﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 1027 河野　拓実 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 619 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
9 1419 野田　皐成 ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3

7組
0 910 磯田　涼太 ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 信州大 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
1 414 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 1056 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
3 1158 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
4 1168 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
5 621 鈴木　皓大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
6 753 石川　孝章 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
7 13 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 926 岡崎　洸大 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
9 1247 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1

8組
0 752 吉原　飛翔 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
1 822 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
2 846 畔上進太郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 768 大谷　　走 ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
4 594 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
5 546 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
6 109 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 365 山本　拓歩 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾎ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
8 10 長井　琢磨 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
9 804 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 1471 田渕　寛大 ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
1 466 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
2 330 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
3 1058 石井　孝典 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
4 362 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
5 94 菅原　一樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 549 上田涼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
7 24 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 829 伊藤　開貴 ｲﾄｳ ｶｲｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
9 928 浅野　郁規 ｱｻﾉ ｲｸﾐ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
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