
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 47 男子      50m   背泳ぎ   予選   9組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 589 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 立正大学    大4
3 731 金子　竜大 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ 日本大学    大4
4 751 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 日本大学    大1
5 215 森田　純一 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ αSports Lab
6 34 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ スウィン吉井/高崎高校    高2
7
8

2組
1 360 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 豊川高校    /名古屋ＳＣ  高3
2 81 石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ谷津   
3 758 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 順天堂大学  大4
4 258 柳川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ SPﾎｳﾄｸ金沢  /日大藤沢高校 高1
5 621 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 明治大学    大2
6 878 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 関西学院大学 大2
7 348 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ アイシンＡＷ
8 868 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 大阪体育大学 大3

3組
1 174 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ ＭＴＲ      
2 138 竹内　寿史 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 東京ＳＣ    
3 25005 Jackson CROPP ｼﾞｬｸｿﾝ･ｸﾛｯﾌﾟ ＮＺＬ      
4 45 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ スウィン大宮/法政大学    大3
5 68 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ スウィン鷲宮/春日部共栄高 高2
6 744 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 日本大学    大3
7 743 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 日本大学    大3
8 327 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 三条消防    

4組
1 304 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ 富士通      
2 26009 CHANG Hou Chi ﾁｮｳ･ｺｳｷ ＴＰＥ      
3 617 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 明治大学    大3
4 492 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ 福岡西部ＳＣ 大4
5 289 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ ＪＦＥ京浜  
6 21010 Peter MILLS ﾋﾟｰﾀｰ･ﾐﾙｽﾞ ＡＵＳ      
7 615 重見　和秀 ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 明治大学    大3
8 590 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 慶應義塾大学 大4

5組
1 135 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 大4
2 498 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ ﾌｸﾀﾞｲｱｶﾃﾞﾐｰ 大4
3 696 渡辺　皆斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 東洋大学    大1
4 690 三好　健介 ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ 東洋大学    大3
5 305 桜井　祐輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 富士通      
6 235 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 稲泳会      
7 335 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 福井スポ協  /ＪＳＳ深井  
8 26003 WANG Yu Lian ｵｳ･ｲｸﾚﾝ ＴＰＥ      
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6組
1 721 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 早稲田大学  大3
2 600 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 東京大学    大4
3 594 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 慶應義塾大学 大1
4 759 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 順天堂大学  大4
5 884 今畠中健太 ｲﾏﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 近畿大学    大4
6 146 佐久間達也 ｻｸﾏ ﾀﾂﾔ 東京ＤＣ    大2
7 625 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 明治大学    大1
8 378 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ＮＵＳＴ    

7組
1 321 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ ダッシュ新津 高2
2 924 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ びわこ成蹊大 大4
3 929 畑田　光輝 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 福岡大学    大3
4 805 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 中京大学    大3
5 299 中村　一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ＪＦＥ京浜  
6 284 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ NECGSC溝の口/青山学院大学 大4
7 922 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 立命館大学  大2
8 302 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 海自横須賀  

8組
1 539 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 中央大学    大3
2 850 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 新潟医福大  大3
3 810 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 中京大学    大3
4 376 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 八神製作所  
5 695 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 東洋大学    大1
6 764 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 順天堂大学  大1
7 815 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 中京大学    大2
8 244 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ NECGSC玉川  /慶應義塾高校 高3

9組
1 23009 WON Youngjun ｳｫﾝ･ﾖﾝｼﾞｭﾝ ＫＯＲ      
2 739 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 日本大学    大3
3 220 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ミキハウス  
4 1006 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ＪＡＰＡＮ  棄権
5 541 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 中央大学    大2
6 776 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨学院大学 大3
7 240 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 湘南工大附高/ｲﾄﾏﾝ横須賀  高3
8 897 西川　　慧 ﾆｼｶﾜ ｹｲ 近畿大学    大2
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