
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 72 男子      50m   自由形   予選   9組 世界記録    20.91
日本記録    21.87

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 24007 TIN Chak Hei ﾃﾞﾝ･ﾀｸｷﾞ ＭＡＣ      
3 295 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  
4 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
5 761 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 順天堂大学  大3
6 317 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 上越正和ＳＳ 高1
7 28001 Issa AL ADAWI ｲｻ･ｱﾙｱﾀﾞｳｨ ＯＭＮ      
8

2組
1 885 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 近畿大学    大4
2 536 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 中央大学    大3
3 40 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊      
4 286 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ NECGSC溝の口 高3
5 483 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ジャパン三木
6 115 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 海自下総    
7 26011 WANG Tse ｵｳ･ﾀｸ ＴＰＥ      
8 26010 WANG Hao ｵｳ･ｺｳ ＴＰＥ      

3組
1 1003 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  大4
2 612 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 明治大学    大4
3 794 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 中京大学    大4
4 731 金子　竜大 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ 日本大学    大4
5 551 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 日本体育大学 大4
6 535 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 中央大学    大3
7 504 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ ＸＹＺ別府  /別府翔青高校 高2
8 347 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ｳﾞｨﾝﾁﾄｰﾚ    

4組
1 718 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 早稲田大学  大4
2 22 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 茨城競向対本
3 814 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 中京大学    大2
4 546 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中央大学    大1
5 820 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 中京大学    大1
6 816 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中京大学    大2
7 303 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 富士通      
8 26002 CHANG Kuo Chi ﾁｮｳ･ｺｸｷ ＴＰＥ      

5組
1 890 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 近畿大学    大3
2 805 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 中京大学    大3
3 547 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大学    /サギヌマＳＣ 大1
4 591 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 慶應義塾大学 大3
5 7 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ ルスツリゾー/ＳＡソシア  
6 729 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 早稲田大学  大1
7 191 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
8 663 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 神奈川大学  大2
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競技No. 72 男子      50m   自由形   予選   9組 世界記録    20.91
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 175 上法　雄樹 ｼﾞｮｳﾎｳ ﾕｳｷ ＭＴＲ      
2 325 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大職
3 319 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ ダッシュ新潟
4 623 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 明治大学    大1
5 891 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 近畿大学    大3
6 346 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ グリーン佐鳴
7 498 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ ﾌｸﾀﾞｲｱｶﾃﾞﾐｰ 大4
8 9 樋口　　遼 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ BIGFOOT32   

7組
1 532 藤原　諒大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ 中央大学    大4
2 334 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 福井スポ協  /ｲﾄﾏﾝ富田林  
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
4 444 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ 近大クラブ  
5 530 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 中央大学    大4
6 925 西川　　翔 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ びわこ成蹊大 大4
7 685 高瀬　俊輝 ﾀｶｾ ﾄｼｷ 東洋大学    大3
8 512 森本　祥之 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 法政大学    大4

8組
1 542 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中央大学    大2
2 183 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ 駿台クラブ  
3 282 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 大1
4 1001 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ＪＡＰＡＮ  
5 477 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 山陽新聞社  
6 733 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 日本大学    大4
7 450 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ イトマン近大 大2
8 291 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ ＪＦＥ京浜  

9組
1 26007 WU Chun Feng ｺﾞ･ｼｭﾝﾎｳ ＴＰＥ      
2 157 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ コナミ西葛西
3 916 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 同志社大学  大4
4 1002 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ＪＡＰＡＮ  
5 234 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ツカサ電工  
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 1006 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ＪＡＰＡＮ  棄権
8 15 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 鶴岡ＳＣ    高3
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