
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 70 男子    100m   バタフライ   予選   7組 世界記録    49.82
日本記録    51.00

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 366 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ ＫＴＶ豊中  中3
1 215 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ATSC.YW     /桐光学園高校 高1
2 207 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 横浜サクラ  /桐光学園高校 高3
3 10604 Abeysinghe MatthAbeysinghe M ＳＲＩ      
4 50 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ コナミ北浦和 高1
5 10709 Chou Wei Liang Chou Wei Lia ＴＰＥ      
6 298 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 豊川高校    高3
7 204 伊藤　一樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ｲﾄﾏﾝ新百合丘 高3
8 51 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ コナミ北浦和 高1
9

2組
0 10207 Hansford Jacob Hansford Jac ＡＵＳ      
1 583 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大学    大1
2 842 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 福岡大学    大2
3 825 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 同志社大学  大4
4 663 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 早稲田大学  大1
5 673 武田　一斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 日本大学    大3
6 255 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟
7 324 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 太成学院大高 高2
8 287 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 中京大中京高/パル西尾    高1
9 552 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 立教大学    大4

3組
0 8 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 岩手県体協  
1 242 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 富士通      
2 1016 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ ＪＡＰＡＮ  
3 388 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 西脇工業高校/ナイスＳＰ  高3
4 1015 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ＪＡＰＡＮ  
5 10253 Hugo Morris Hugo Morris ＮＳＷ      
6 1014 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ ＪＡＰＡＮ  
7 405 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ ＳＵＮ加西  
8 331 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ イ ト マ ン 大3
9 594 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 青山学院大学/NECGSC玉川  大2

4組
0 510 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大1
1 788 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東海学園大学 大4
2 314 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大紀ＳＣ    /三重高校    高2
3 675 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 日本大学    大3
4 463 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 法政大学    大2
5 541 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 国士舘大学  /Ｓｔｙｌｅ１ 大3
6 258 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ＮＳＰ      
7 22 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ Ａ・セレーナ 高3
8 793 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大阪体育大学 大3
9 574 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 筑波大学    大4
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競技No. 70 男子    100m   バタフライ   予選   7組 世界記録    49.82
日本記録    51.00

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 596 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 専修大学    /東京DC駒沢  大4
1 679 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 日本大学    大3
2 177 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ＫＥＩＯ    
3 487 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 中央大学    大2
4 246 岸　　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ 富士通      
5 232 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ ＪＦＥ京浜  
6 473 田上　勇気 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 中央大学    大4
7 88 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ アーデル    /明治大学    大2
8 708 小野川　旭 ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ 山梨学院大学 大4
9 812 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 近畿大学    大2

6組
0 698 林　　拓実 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 東海大学    大3
1 751 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 中京大学    大2
2 98 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大4
3 43 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ スウィン大宮/明治大学    大2
4 1017 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ ＪＡＰＡＮ  
5 10603 De Silva KulappuDe Silva Kul ＳＲＩ      
6 1008 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ ＪＡＰＡＮ  大3
7 737 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 中京大学    大4
8 45 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ スウィン大宮/春日部共栄高 高3
9 10254 Keiran Qaium Keiran Qaium ＮＳＷ      

7組
0 749 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 中京大学    大2
1 501 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 日本体育大学 大3
2 739 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 中京大学    大4
3 35 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 自衛隊      
4 740 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 中京大学    大4
5 188 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
6 623 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 東洋大学    大3
7 781 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 新潟医福大  大2
8 38 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 自衛隊      
9 118 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ アクラブ調布
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