
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 72 男子    800m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  7:02.26
大会記録  7:13.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

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

1399 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 大1
1397 別所　佑亮 ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ 大2

4 長崎大 1450 福永　慶士 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｼ 大3
ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学 1449 松尾　拓己 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 大3

1452 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大2
1448 内山　和昭 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 大3

5 島根大 1353 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大1
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1352 加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大1

1348 野村　拓哉 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 大2
1349 西田　　覚 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 大2

6 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 913 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大3

917 吉田　友悟 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 大2
912 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大4

7

8

9
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2組
0 弘前大 1566 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大1

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
1563 佐々木駿斗 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 大3
1561 米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ 大4

1 北海道大 1541 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1548 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 大2

1547 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大2
1550 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大2

2 九州共立大 1505 前田　　昇 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大3
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1509 広田　真也 ﾋﾛﾀ ﾅｵﾔ 大2

1507 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大2
1500 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大4

3 岐阜聖徳学大 977 石井　大貴 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 大4
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 981 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大2

983 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 大1
979 河合　駿介 ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 大3

4 福岡大 1417 大谷　　翼 ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1432 増田　成将 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ 大1

1421 伊牟田航平 ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ 大3
1427 稲垣　　茂 ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ 大2

5 桐蔭横浜大 798 酒井　智正 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 794 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 大3

803 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大1
795 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 大3

6 東海学園大 993 後藤　泰地 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 大3
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 992 竹内　芳輝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 大4

994 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3
998 富田　　改 ﾄﾐﾀ ｶｲ 大2

7 立命館大 1319 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 大1
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1313 藤政　　魁 ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ 大3

1314 鈴木　　司 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ 大2
1306 堤　　悠也 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾔ 大4

8 新潟医福大 945 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 932 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 大3

927 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 大4
934 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 大3

9 広島大 1379 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大2
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1377 近藤　直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 大3

1380 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大2
1383 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大2
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3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 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
1531 木村　大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 大1

1 天理大 1240 高田　　燎 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1244 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 大2

1235 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 大4
1232 公門　和輝 ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ 大4

2 山梨学院大 756 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 769 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 大2

764 矢崎　友哉 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 大2
762 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大2

3 同志社大 1209 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1202 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大4

1208 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大3
1200 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大4

4 日本体育大 100 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 102 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 大3

98 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 大4
96 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大4

5 日本大 641 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 647 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 大1

622 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 大4
618 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大4

6 神奈川大 496 浅野　雄亮 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 499 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 大3

503 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 大2
494 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大4

7 鹿屋体育大 1461 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1463 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 大4

1472 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 大2
1458 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大4

8 東海大 669 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 672 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 大4

700 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 大1
694 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大1

9 岡山大 1355 長谷川　顕 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1354 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大4

1365 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
1359 行徳　健汰 ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ 大3
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4組
0 甲南大 1143 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 大4

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1147 三村　海里 ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ 大2
1150 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 大1
1146 飯山　健太 ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大3

1 国士舘大 255 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大3
ｺｸｼｶﾝ 大学 242 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 大4

254 安河内将基 ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ 大3
240 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 大4

2 中央大 84 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 82 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 大1

66 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 大3
65 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大4

3 拓殖大 300 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 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

298 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大4
302 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 大3

4 早稲田大 591 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 587 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大3

586 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 大3
584 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大4

5 東洋大 542 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 557 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大1

550 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 大2
543 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 大4

6 専修大 470 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 464 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2

468 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大1
467 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大2

7 大阪体育大 1030 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1039 西﨑丈太郎 ﾆｼｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛ 大1

1020 林　　聖大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 大4
1028 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大2

8 順天堂大 723 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 730 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2

734 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 大1
721 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 大4

9 慶應義塾大 208 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大1
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 200 小城　力人 ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 大2

209 田中　良磨 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 大1
205 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 大1
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5組
0 青山学院大 445 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 449 中村　大海 ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ 大1
446 岩瀬　夏月 ｲﾜｾ ﾅﾂｷ 大1
448 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大2

1 関西学院大 1089 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1099 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 大3

1101 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 大2
1111 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大1

2 近畿大 1171 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1161 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大3

1162 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 大3
1172 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大1

3 法政大 21 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 8 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 大4

17 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 大4
40 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 大1

4 中京大 839 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 838 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 大2

841 寺岡　太一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 大2
836 村上　欣義 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 大3

5 明治大 358 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 387 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大1

379 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 大2
360 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大4

6 筑波大 408 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 410 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 大3

405 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大4
402 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 大4

7 関西大 1270 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1277 大黒　卓哉 ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ 大3

1268 宮本　将崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 大4
1272 仲埜　光裕 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 大4

8 大阪教育大 1054 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1056 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大4

1057 廣里　英幹 ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 大3
1055 宮本　泰輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 大4

9 立教大 336 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 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
324 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3
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