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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 福井工業大 864 木下　晴登 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 大4

ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 863 井関　　翔 ｲｾｷ ｼｮｳ 大4
865 吉田　友悟 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 大3
862 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大4

1 九州大 1422 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大1
ｷｭｳﾀﾞｲ 大学 1419 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2

1421 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大2
1417 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 大3

2 大阪大 1029 大谷　翔吾 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 大3
ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学 1027 西畑　　穣 ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ 大4

1030 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大2
1028 三輪　琢哉 ﾐﾜ ﾀｸﾔ 大4

3 大阪市立大 1037 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大2
ｲﾁﾀﾞｲ 大学 1038 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大2

1035 高橋浩太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 大3
1039 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大1

4 仙台大 1505 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 大3
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1509 奥崎　健太 ｵｸｻﾞｷ ｹﾝﾀ 大1

1499 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 大4
1511 二階堂　椋 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳ 大1

5 北海道大 1539 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1535 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 大3

1534 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大3
1536 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大3

6 広島大 1354 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大3
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1356 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大3

1353 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大3
1358 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大2

7 島根大 1328 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大2
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1327 加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大2

1324 西田　　覚 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 大3
1325 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大2

8 山口大 1369 末田　充生 ｽｴﾀ ﾐﾂｵ 大3
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1376 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大1

1374 本薗　尚悟 ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 大2
1373 池田　　駿 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 大3
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2組
0 東北学院大 1515 荒　　宥希 ｱﾗ ﾋﾛｷ 大3

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1523 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 大1
1512 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 大4
1519 栗原　涼太 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 大2

1 大阪国際大 1293 吉原　瑞己 ﾖｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 大1
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1292 大阪　　拓 ｵｵｻｶ ﾋﾗｸ 大1

1297 今岡　大陸 ｲﾏｵｶ ﾀﾞｲﾁ 大1
1296 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大1

2 岐阜聖徳大 941 鬼頭　孝明 ｷﾄｳ ﾀｶｱｷ 大2
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 942 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 大2

940 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 大2
944 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大1

3 新潟医福大 890 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 902 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大1

880 平塚　　充 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ 大4
882 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 大4

4 慶應義塾大 193 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 198 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 大1

183 小城　力人 ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 大3
186 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 大3

5 順天堂大 652 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 656 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 大2

655 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大2
658 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1

6 福岡大 1394 稲垣　　茂 ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1403 川崎　瑠唯 ｶﾜｻｷ ﾙｲ 大2

1391 伊牟田航平 ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ 大4
1390 坂本　悠輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大4

7 東海学園大 950 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 962 中西　　巧 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 大1

949 後藤　泰地 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 大4
957 大塚　陸斗 ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ 大2

8 岡山大 1342 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1344 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大1

1338 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大2
1331 行徳　健汰 ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ 大4

9 九州共立大 1479 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大3
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1486 川添　雄貴 ｶﾜｿｴ ﾕｳｷ 大1

1480 新田　　良 ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 大3
1488 大石　海斗 ｵｵｲｼ ｶｲﾄ 大1
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3組
0 関西大 1242 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大1

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1227 大黒　卓哉 ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ 大4
1239 上林　真己 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 大2
1231 小林　幸央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 大3

1 天理大 1192 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1198 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 大1

1197 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 大1
1203 堀　　太一 ﾎﾘ ﾀｲﾁ 大1

2 大阪体育大 987 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 989 西﨑丈太郎 ﾆｼｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛ 大2

981 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大3
979 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大3

3 法政大 8 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 33 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大1

27 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 大2
35 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大1

4 明治大 346 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 338 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 大3

351 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 大1
340 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大3

5 専修大 434 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 429 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大3

432 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大3
430 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 大3

6 東洋大 508 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 509 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大3

515 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大2
504 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大4

7 同志社大 1161 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1170 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 大2

1171 佐藤　正都 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 大2
1159 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大4

8 拓殖大 265 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 270 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 大2

271 友常　　潤 ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ 大2
266 村上　　豪 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ 大3

9 東海大 625 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 637 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 大1

635 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 大1
630 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大3
Page: 3/5 Printing: 2017/09/03 9:06:18

学関東

学関東

加　盟

学関西

学関東

学関東

学関東

学関東

学関西

学関西

学関西



スタートリスト 東和薬品ラクタブドーム

競技No. 72 男子   4x200m   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

4組
0 青山学院大 409 岩瀬　夏月 ｲﾜｾ ﾅﾂｷ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 416 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 大1
413 中村　大海 ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ 大2
412 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大3

1 関西学院大 1068 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大1
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1063 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 大1

1049 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 大4
1062 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大2

2 山梨学院大 694 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 685 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 大4

703 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 大3
698 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 大3

3 神奈川大 467 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 463 佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 大4

477 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大1
475 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 大1

4 早稲田大 547 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 544 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大4

543 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 大4
550 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大3

5 日本体育大 87 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 88 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 大4

110 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 大1
112 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 大1

6 日本大 588 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 592 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 大2

589 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 大2
605 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 大1

7 鹿屋体育大 1450 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1451 佐貫　省吾 ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ 大3

1459 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大1
1455 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 大2

8 甲南大 1095 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 大2
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1090 飯山　健太 ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大4

1091 三村　海里 ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ 大3
1097 橘　　大夢 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 大1

9 愛知学院大 772 西澤　　駿 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 773 福田　修平 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大3

775 西野　竜成 ﾆｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 大3
778 矢野　訓史 ﾔﾉ ﾉﾘﾌﾐ 大1
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5組
0 桐蔭横浜大 746 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 大3

ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 749 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大2
752 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 大1
740 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 大4

1 びわこ成蹊大 1313 小林　　渉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 大3
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1316 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 大2

1317 森中健太郎 ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 大2
1311 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ 大3

2 中央大 71 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 53 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 大4

69 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 大2
82 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 大1

3 近畿大 1123 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1111 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大4

1131 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 大1
1124 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大2

4 中京大 797 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 789 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 大3

799 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 大2
786 村上　欣義 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 大4

5 立教大 302 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 297 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大2

295 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 大2
285 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 大4

6 筑波大 382 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 368 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 大4

385 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 大1
371 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 大3

7 国士舘大 223 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 222 安河内将基 ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ 大4

237 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 大1
232 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 大2

8 立命館大 1278 渡辺　大将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大1
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1279 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大1

1266 藤政　　魁 ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ 大4
1264 西垣　喬弘 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大4

9 大阪教育大 1018 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大1
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1011 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3

1014 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大2
1008 廣里　英幹 ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 大4
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