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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 九州大 1411 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大2
ｷｭｳﾀﾞｲ 大学 1414 牛島　　陸 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ 大1

1408 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3
1410 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

4 島根大 1316 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大3
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1320 松本　　海 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ 大1

1313 小高　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3
1315 加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大3

5 広島大 1341 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1344 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4

1345 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大3
1348 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大1

6 広島修道大 1305 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大1
ｼｭｳﾀﾞｲ 大学 1299 中矢　晃平 ﾅｶﾔ ｺｳﾍｲ 大4

1307 高橋　孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 大1
1303 森近　亮介 ﾓﾘﾁｶ ﾘｮｳｽｹ 大2

7

8

9
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2組
0 大阪教育大 1010 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1008 長島　昂平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 大2
1009 徳永　海偉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大1
1011 中嶋　和志 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ 大2

1 岡山大 1329 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大2
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1324 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大3

1331 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大2
1330 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大2

2 岐阜聖徳学大 931 山本　和弥 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大4
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 936 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 大3

938 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大2
933 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 大3

3 東北学院大 1480 赤坂　武蔵 ｱｶｻｶ ﾑｻｼ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1482 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 大2

1478 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 大3
1481 平内　真聖 ﾋﾗﾅｲ ﾏｻﾄ 大3

4 東北大 1497 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1
ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学 1498 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大1

1492 中村　　丞 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ 大4
1493 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大2

5 北海道大 1506 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1510 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大2

1511 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大1
1504 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大4

6 新潟医福大 897 太田　直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 889 畑中　拓馬 ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 大4

903 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 大1
904 野極　陽向 ﾉｷﾞﾜ ﾋﾅﾀ 大1

7 至学館大 849 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 大1
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 845 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 大2

846 平野　圭佑 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 大2
850 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 大1

8 九州共立大 1463 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1458 原口　陽気 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 大2

1457 川添　雄貴 ｶﾜｿｴ ﾕｳｷ 大2
1452 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 大4

9 愛知教育大 867 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 大2
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 865 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

868 松井　彰太 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 大1
869 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 大1
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3組
0 関西学院大 1039 岡村　　翼 ｵｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 大4

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1050 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大2
1044 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大3
1055 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大1

1 順天堂大 684 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 680 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4

691 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 大1
683 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大3

2 関西大学 1236 山口　凌慧 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1231 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大2

1235 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 大1
1234 大迫　知永 ｵｵｻｺ ﾄﾓﾉﾌﾞ 大2

3 日本大 603 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 592 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 大3

593 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 大3
597 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 大3

4 明治大 355 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 347 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 大4

371 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大1
349 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大4

5 日本体育大 109 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 大2
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 107 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 大2

103 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 大2
105 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 大2

6 天理大学 1193 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 大2
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1198 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 大1

1202 豊福　啓太 ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ 大1
1201 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 大1

7 甲南大 1088 橘　　大夢 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 大2
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1089 山本康司郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 大1

1090 芳田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 大1
1086 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 大3

8 同志社大 1168 佐藤　正都 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1167 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 大3

1158 長尾悠太郎 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀﾛｳ 大4
1174 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大1

9 山口大 1355 末田　充生 ｽｴﾀ ﾐﾂｵ 大4
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1358 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 大3

1357 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大2
1360 加瀬　海斗 ｶｾ ｶｲﾄ 大2
Page: 3/5 Printing: 2018/09/09 12:28:57

学関西

学中国

加　盟

学関西

学関東

学関東

学関東

学関西

学関西

学関西

学関東



スタートリスト 横浜国際プール

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 立教大 320 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 大2

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 315 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大3
312 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 大3
313 山野　哲平 ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 大3

1 びわこ成蹊大 1286 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 大3
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1293 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 大1

1287 森中健太郎 ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 大3
1284 小林　　渉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 大4

2 神奈川大 488 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 477 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 大4

494 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 大1
484 堀内　海仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 大2

3 慶應義塾大 194 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 202 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大1

195 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 大2
203 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 大1

4 早稲田大 560 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 566 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 大2

565 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 大2
562 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大4

5 東洋大 519 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 526 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3

520 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大4
528 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大3

6 筑波大 395 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 388 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大4

403 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 大1
398 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 大2

7 大阪体育大 977 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 986 福田　裕輝 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 大1

970 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大4
972 芳賀　亮介 ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 大4

8 鹿屋体育大 1435 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大2
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1438 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大1

1437 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 大2
1439 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大1

9 桐蔭横浜大 757 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 大4
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 760 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大3

763 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 大2
762 柳沢　駿成 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾅﾘ 大3
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5組
0 福岡大 1399 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 大1

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1393 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大1
1387 川崎　瑠唯 ｶﾜｻｷ ﾙｲ 大3
1394 永原　秀晃 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 大1

1 青山学院大 433 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 大2
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 434 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 大2

435 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 大1
428 中村　大海 ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ 大3

2 山梨学院大 717 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 720 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 大4

721 豊田　将大 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大4
731 杉木　光希 ｽｷﾞｷ ｺｳｷ 大2

3 専修大 452 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 447 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4

450 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大4
448 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 大4

4 中京大 788 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 786 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 大3

781 寺岡　太一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 大4
791 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3

5 近畿大 1119 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1110 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大3

1109 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 大3
1102 香川　晃佑 ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 大4

6 法政大 23 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 24 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大2

12 栁本　純希 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大3
17 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 大3

7 中央大 84 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 67 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 大3

77 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 大2
78 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 大2

8 東海大 664 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 638 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大4

661 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大1
643 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大4

9 国士舘大 236 高仲　瑠夏 ﾀｶﾅｶ ﾙｶ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 257 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 大1

249 和﨑　叶充 ﾜｻｷ ﾔｽﾐﾂ 大2
241 一宮　大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 大3
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