
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  5 男子     100m   自由形   予選   11組   世界記録    46.91
  日本記録    47.87

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 278 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中3
4 21010 Peter MILLS ﾋﾟｰﾀｰ･ﾐﾙｽﾞ ＡＵＳ      
5 762 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 順天堂大学  大2
6 28001 Issa AL ADAWI ｲｻ･ｱﾙｱﾀﾞｳｨ ＯＭＮ      
7
8

2組
1
2 26005 CHOU Wei Lian ｼｭｳ･ｲﾘｮｳ ＴＰＥ      
3 79 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｽｳｨﾝ東松山  /熊谷高校    高2
4 535 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 中央大学    大3
5 741 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 日本大学    大3
6 607 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 立教大学    大3
7 317 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 上越正和ＳＳ 高1
8

3組
1 26010 WANG Hao ｵｳ･ｺｳ ＴＰＥ      
2 448 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ イトマン近大 大3
3 504 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ ＸＹＺ別府  /別府翔青高校 高2
4 23004 HEO Wonseo ﾎ･ｳｫﾝｿ ＫＯＲ      
5 191 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ マリン舎人  /青山学院大学 大4
6 26011 WANG Tse ｵｳ･ﾀｸ ＴＰＥ      
7 628 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 筑波大学    大4
8 536 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 中央大学    大3

4組
1 520 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 法政大学    大2
2 547 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大学    /サギヌマＳＣ 大1
3 277 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 /湘南工大附高 高2
4 325 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大職
5 204 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 郵船ロジ    
6 222 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ ミキハウス  /ＪＳＳ      
7 40 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊      
8 769 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 山梨学院大学 大4

5組
1 99 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  
2 399 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ イ ト マ ン 
3 22 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 茨城競向対本
4 282 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 大1
5 794 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 中京大学    大4
6 612 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 明治大学    大4
7 26001 HUANG Yen Hsin ｺｳ･ｹﾝｷﾝ ＴＰＥ      
8 450 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ イトマン近大 大2
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競技No.  5 男子     100m   自由形   予選   11組   世界記録    46.91
  日本記録    47.87

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 26004 AN Ting Yao ｱﾝ･ﾃｲﾖｳ ＴＰＥ      
2 735 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 日本大学    大3
3 640 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 筑波大学    大1
4 622 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 明治大学    大1
5 542 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中央大学    大2
6 591 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 慶應義塾大学 大3
7 21006 Daniel SMITH ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾐｽ ＡＵＳ      
8 26003 WANG Yu Lian ｵｳ･ｲｸﾚﾝ ＴＰＥ      

7組
1 660 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 神奈川大学  大3 棄権
2 148 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ ＤＯＳＳ豊洲 高3
3 534 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 中央大学    大3
4 771 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 山梨学院大学 大4
5 401 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ イ ト マ ン 棄権
6 1004 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ＪＡＰＡＮ  
7 816 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中京大学    大2
8 382 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ イトマン草津/比叡山高校  高3

8組
1 623 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 明治大学    大1
2 15 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 鶴岡ＳＣ    高3
3 717 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 早稲田大学  大4
4 814 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 中京大学    大2
5 546 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中央大学    大1
6 919 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 同志社大学  大3
7 284 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ NECGSC溝の口/青山学院大学 大4
8 551 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 日本体育大学 大4

9組
1 689 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 東洋大学    大3
2 733 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 日本大学    大4
3 805 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 中京大学    大3
4 530 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 中央大学    大4
5 295 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  
6 229 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学    大1
7 320 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ ダッシュ新潟 高3
8 608 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 立教大学    大2

10組
1 820 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 中京大学    大1
2 795 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 中京大学    大4 棄権
3 753 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大学    大1
4 1001 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ＪＡＰＡＮ  棄権
5 916 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 同志社大学  大4
6 226 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学    大2
7 736 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 日本大学    大3
8 879 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 関西学院大学 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

11組
1 891 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 近畿大学    大3
2 548 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 中央大学    大1
3 291 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  
4 1002 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ＪＡＰＡＮ  
5 1003 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  大4
6 159 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ/明治大学    大3
7 663 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 神奈川大学  大2
8 593 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 慶應義塾大学/トピーアヤセ 大2
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