
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子    200m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 380 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ イ ト マ ン 中3
1 315 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 浜名高校    /浜松ＳＣ    高1
2 249 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ ATSC.YW     /日大藤沢高校 高1
3 143 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ アクラブ稲城/桐光学園高校 高3
4 22011 Wei Liang Chou Wei Liang Ch ＴＰＥ      
5 325 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2
6 22010 Yi Lin Tsai Yi Lin Tsai ＴＰＥ      
7 188 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   高1
8 87 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙ浦安   中3
9 178 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ ｲﾄﾏﾝ昭和の森 中2

2組
0 873 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山大学    大2
1 700 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 日本大学    大4
2 24026 Joe Litchfield Joe Litchfie ＧＢＲ      
3 620 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ 筑波大学    大2
4 285 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 富士通      
5 24018 Max Litchfield Max Litchfie ＧＢＲ      
6 725 林　　拓実 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 東海大学    大4
7 306 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ ＮＳＰ      
8 74 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ ＪＳＳ毛呂山/明治大学    大1
9 401 寛嶋　尚二 ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ ＪＳＳ住吉  /近畿大学    大2

3組
0 524 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 中央大学    大3
1 537 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 中央大学    大1
2 551 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大2
3 643 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 神奈川大学  大3
4 226 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ NECGSC玉川  /青山学院大学 大3
5 659 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 東洋大学    大4
6 503 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 法政大学    大4
7 371 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ イ ト マ ン 大4
8 544 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 日本体育大学 大4
9 24027 Mark Szaranek Mark Szarane ＧＢＲ      

4組
0 505 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 法政大学    大3
1 778 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 中京大学    大1
2 548 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 日本体育大学 大2
3 300 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟
4 350 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大紀ＳＣ    /三重高校    高3
5 614 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 筑波大学    大4
6 621 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大学    大2
7 779 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 中京大学    大1
8 248 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ATSC.YW     /桐光学園高校 高2
9 179 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ ＪＳＳ八王子/八王子高校  高3
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子    200m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 419 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ イトマン近大 大3
1 715 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 日本大学    大2
2 216 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ﾚｯﾄﾞｸｲｰﾝ    
3 888 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 鹿屋体育大学 大2
4 104 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  
5 39 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ スウィン大宮/明治大学    大3
6 773 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 中京大学    大2
7 508 馬場　航平 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 法政大学    大3
8 772 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 中京大学    大2
9 698 武田　一斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 日本大学    大4

6組
0 77 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ ｽｳｨﾝみよし  高3
1 24013 James Guy James Guy ＧＢＲ      
2 90 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ アーデル    /明治大学    大3
3 765 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 中京大学    大3
4 695 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 早稲田大学  大1
5 1006 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ ＪＡＰＡＮ  大4
6 767 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 中京大学    大3
7 768 伊藤　快仁 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 中京大学    大3
8 841 兒玉　昇久 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ 近畿大学    大2
9 776 安井　大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ 中京大学    大2
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