
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 51 男子     200m   バタフライ   予選   7組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 182 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ ｲﾄﾏﾝ昭和の森 中3
3 362 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 豊川高校    高2
4 26005 CHOU Wei Lian ｼｭｳ･ｲﾘｮｳ ＴＰＥ      
5 869 福山　　傑 ﾌｸﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 大阪体育大学 大3
6 4 岸上慶次朗 ｷｼｶﾞﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ ＪＳＳ江別  /札幌大谷高校 高1
7 28 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ ＳＡ伊勢崎  中2
8

2組
1 341 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 浜松市立高校/グリーン高台 高3
2 871 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大阪体育大学 大1
3 892 兒玉　昇久 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ 近畿大学    大3
4 427 寛嶋　尚二 ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ ＪＳＳ住吉  /近畿大学    大3
5 932 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡大学    大1
6 405 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ イ ト マ ン 高3
7 926 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山大学    大3
8 755 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東海大学    大3

3組
1 633 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ 筑波大学    大3
2 513 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 法政大学    大4
3 688 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 東洋大学    大3
4 21009 Theodoros BENEHOﾃｵﾄﾞﾛｽ･ﾍﾞﾈﾎｳ ＡＵＳ      
5 528 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 中央大学    大4
6 66 田中　理玖 ﾀﾅｶ ﾘｸ スウィン埼玉/日本大学    大1
7 817 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 中京大学    大2
8 554 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 日本体育大学 大3

4組
1 658 古瀬　暢将 ﾌﾙｾ ﾉﾓ 神奈川大学  大4
2 349 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 中京大中京高/ＫＬ春日井  高3
3 752 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 日本大学    大1
4 50 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ コナミ北浦和 高3
5 49 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ コナミ北浦和 高3
6 818 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 中京大学    大2
7 636 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大学    大3
8 780 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 山梨学院大学 大1

5組
1 812 安井　大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ 中京大学    大3
2 565 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 日本体育大学 大1
3 318 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟
4 44 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ スウィン大宮/明治大学    大4
5 1012 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＡＰＡＮ  
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
7 267 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ ATSC.YW     /日大藤沢高校 高2
8 85 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ アーデル    /明治大学    大4
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 557 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大3
2 802 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 中京大学    大4
3 549 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 中央大学    大1
4 216 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ セイコー    
5 298 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜  
6 940 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 鹿屋体育大学 大3
7 808 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 中京大学    大3
8 445 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ イトマン近大 大4

7組
1 540 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 中央大学    大2
2 233 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ﾚｯﾄﾞｸｲｰﾝ    
3 799 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 中京大学    大4
4 1011 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ ＪＡＰＡＮ  大2
5 697 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 東洋大学    /大紀ＳＣ    大1
6 683 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東洋大学    大4
7 516 馬場　航平 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 法政大学    大4
8 194 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   高2
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