
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 27 男子     200m   自由形   予選   11組 世界記録  1:42.00
日本記録  1:45.23

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 87 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ ＢＩＧ木更津 中3
4 423 高木　　陸 ﾀｶｷ ﾘｸ ＫＴＶ豊中  中2
5 8 木村　修梧 ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ ＳＡ五所川原 中3
6 28001 Issa AL ADAWI ｲｻ･ｱﾙｱﾀﾞｳｨ ＯＭＮ      
7
8

2組
1 24006 LIN Sizhuang ﾘﾝ･ｼｼｮｳ ＭＡＣ      
2 762 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 順天堂大学  大2
3 758 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 順天堂大学  大4
4 26005 CHOU Wei Lian ｼｭｳ･ｲﾘｮｳ ＴＰＥ      
5 331 鈴　裕一郎 ｽｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 能美ＳＣ    /小松大谷高校 高1
6 67 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ スウィン埼玉/春日部共栄高 高1
7 278 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 中3
8 452 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 同志社香里中/枚方ＳＳ    中3

3組
1 357 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 豊橋ＳＳ    中3
2 504 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ ＸＹＺ別府  /別府翔青高校 高2
3 227 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /法政大学    大2
4 26010 WANG Hao ｵｳ･ｺｳ ＴＰＥ      
5 520 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 法政大学    大2
6 639 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 筑波大学    大1
7 295 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  
8 193 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ イトマン東京/慶應義塾高校 高1

4組
1 93 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ ｾﾝﾄﾗﾙ流山   
2 636 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大学    大3
3 727 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 早稲田大学  大1
4 296 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ ＪＦＥ京浜  
5 462 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ ＳＵＮ姫路  /福井スポ協  
6 21009 T. BENEHOUTSOS ﾃｵﾄﾞﾛｽ･ﾍﾞﾈﾎｳ ＡＵＳ      
7 805 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 中京大学    大3
8 626 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 明治大学    大1

5組
1 99 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  
2 796 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 中京大学    大4 棄権
3 26001 HUANG Yen Hsin ｺｳ･ｹﾝｷﾝ ＴＰＥ      
4 399 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ イ ト マ ン 
5 614 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 明治大学    大4
6 1001 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ＪＡＰＡＮ  棄権
7 1002 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ＪＡＰＡＮ  
8 753 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大学    大1
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 448 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ イトマン近大 大3
2 23004 HEO Wonseo ﾎ･ｳｫﾝｿ ＫＯＲ      
3 249 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 林水泳教室  
4 21007 J. MCLOUGHLIN ｼﾞｬｯｸ･ﾏｸﾛｸﾞﾘ ＡＵＳ      
5 768 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 山梨学院大学 大4
6 35 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 自衛隊      
7 204 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 郵船ロジ    
8 895 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 近畿大学    大2

7組
1 519 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 法政大学    大3
2 222 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ ミキハウス  /ＪＳＳ      
3 771 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 山梨学院大学 大4
4 654 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 専修大学    /ﾙﾈｻﾝｽ浦和   大4
5 447 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ イトマン近大 大3
6 594 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 慶應義塾大学 大1
7 682 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 東洋大学    大4
8 26004 AN Ting Yao ｱﾝ･ﾃｲﾖｳ ＴＰＥ      

8組
1 401 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ イ ト マ ン 
2 807 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 中京大学    大3
3 735 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 日本大学    大3
4 800 寺岡　太一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 中京大学    大4
5 562 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 日本体育大学 大2
6 593 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
7 21006 Daniel SMITH ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾐｽ ＡＵＳ      
8 749 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 日本大学    大2

9組
1 608 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 立教大学    大2
2 717 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 早稲田大学  大4
3 1004 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ＪＡＰＡＮ  
4 229 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学    大1
5 548 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 中央大学    大1
6 863 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 岐阜聖徳学大/稲沢ＳＳ    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
8 659 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川大学  大4

10組
1 722 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 早稲田大学  /ヨコハマＳＣ 大2
2 218 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ ﾐｽﾞﾉｽｲﾑﾁｰﾑ  
3 159 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三菱養和ＳＳ/明治大学    大3
4 736 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 日本大学    大3
5 320 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ ダッシュ新潟 高3
6 25003 Bradlee ASHBY ﾌﾞﾗﾄﾞﾘｰ･ｱｼｭﾋ ＮＺＬ      
7 741 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 日本大学    大3
8 657 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 専修大学    大3
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日本記録  1:45.23

水路 氏　名 所属名 学年

11組
1 534 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 中央大学    大3
2 1013 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  
3 1010 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ ＪＡＰＡＮ  大4
4 40 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊      
5 1003 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  大4
6 689 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 東洋大学    大3
7 640 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 筑波大学    大1
8 543 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 中央大学    大2
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