
スタートリスト 横浜国際プール

競技No.  6 男子     200m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1305 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 広島修道大 ｼｭｳﾀﾞｲ 大1
1 638 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
2 893 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
3 984 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 1324 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
5 235 吉津　智司 ﾖｼﾂﾞ ｻﾄｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
6 26 洲鎌　匠人 ｽｶﾞﾏ ﾀｸﾄ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
7 1115 兒玉　昇久 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
8 289 友常　　潤 ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
9 1508 宮村　元希 ﾐﾔﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大3

2組
0 1439 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
1 525 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
2 1393 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
3 1161 辻　　啓太 ﾂｼﾞ ｹｲﾀ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
4 1035 甲谷　直希 ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
5 1292 清野　涼二 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｼﾞ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大1
6 87 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
7 597 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
8 601 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
9 348 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4

3組
0 344 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
1 663 前川　雄紀 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
2 938 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大2
3 1432 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 760 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
5 200 中西秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
6 1039 岡村　　翼 ｵｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
7 285 村中　　樹 ﾑﾗﾅｶ ﾀﾂｷ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
8 1462 木下　月都 ｷﾉｼﾀ ｹﾞｯﾄ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
9 691 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1

4組
0 1188 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
1 1191 坂本　　昴 ｻｶﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
2 520 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
3 736 池端　俊哉 ｲｹﾊﾀ ﾄｼﾔ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
4 57 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
5 783 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 1116 寛嶋　尚二 ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
7 801 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
8 756 吉田　　考 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4
9 390 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
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5組
0 2 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
1 724 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
2 74 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
3 114 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 101 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 343 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
6 793 安井　大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
7 1384 藤川　尚輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 976 福山　　傑 ﾌｸﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
9 1049 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2

6組
0 1010 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
1 6 馬場　航平 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 1101 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
3 395 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 569 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
5 97 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 476 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
7 537 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
8 612 田中　理玖 ﾀﾅｶ ﾘｸ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
9 1285 川部　健太 ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾀ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大3
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