
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子      50m   自由形   予選   9組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 89 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
1 849 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大3
2 1462 南原　太蒼 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｿﾞｳ 室蘭工業大 ﾑﾛｺｳﾀﾞｲ 大2
3 793 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大3
4 269 平井　　陸 ﾋﾗｲ ﾘｸ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
5 644 吉岡　聖流 ﾖｼｵｶ ｻﾄﾙ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
6 1381 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 963 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大阪市立大 ｲﾁﾀﾞｲ 大3
8 1278 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大4
9 638 山畑　克海 ﾔﾏﾊﾀ ｶﾂﾐ 関東学院大 ｶﾝｶﾞｸﾀﾞｲ 大2

2組
0 1155 徳永　　凱 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 京都教育大 ｷｮｳｷｮｳ 大4
1 1072 杉本　望海 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
2 658 宮崎　結吏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾘ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 1107 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
4 972 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
5 268 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
6 364 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 149 松山　悠真 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾏ 上智大 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 大4
8 596 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
9 1204 佐野　健太 ｻﾉ ｹﾝﾀ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大1

3組
0 867 宮元　　陵 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
1 177 コーツリアム ｺｰﾂ ﾘｱﾑ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
2 640 水村　　太 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀｲ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞ 大2
3 896 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 1243 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
5 203 平野勝汰朗 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
6 171 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
7 889 松下　大輝 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 821 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
9 388 門脇　　翔 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3

4組
0 215 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
1 451 高安　陽太 ﾀｶﾔｽ ﾖｳﾀ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
2 951 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大4
3 293 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
4 8 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
5 813 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
6 956 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大2
7 1191 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大4
8 125 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 明治学院大 ﾒｲｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
9 778 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大4
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子      50m   自由形   予選   9組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 160 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大4
1 643 諏訪部侑吾 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
2 326 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
3 1293 宗光　和希 ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 905 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 969 三坂　一真 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
6 214 入口　春来 ｲﾘｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
7 78 岩田　尭久 ｲﾜﾀ ｱｷﾋｻ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 652 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
9 700 矢野　訓史 ﾔﾉ ﾉﾘﾌﾐ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3

6組
0 1299 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
1 7 平沼　晃多 ﾋﾗﾇﾏ ｺｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 170 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
3 407 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
4 126 白石　　航 ｼﾗｲｼ ﾜﾀﾙ 文教大 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞ 大3
5 962 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大阪市立大 ｲﾁﾀﾞｲ 大3
6 616 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
7 1073 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
8 415 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
9 308 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2

7組
0 330 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
1 1226 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大4
2 1038 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
3 496 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
4 541 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 707 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 1440 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大3
7 1084 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
8 642 内山　　樹 ｳﾁﾔﾏ ｲﾂｷ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大4
9 1158 森田　大貴 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4

8組
0 413 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
1 43 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
2 976 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
3 547 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 52 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 302 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 491 伊藤　新盛 ｲﾄｳ ｼﾝｾｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
7 1029 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
8 11 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
9 331 宮村有樹彦 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No.  2 男子      50m   自由形   予選   9組

水路 氏　名 所属名 学年

9組
0 1302 杉野　元希 ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
1 613 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大4
2 718 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 713 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 58 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 492 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
6 549 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
7 1031 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
8 815 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
9 1137 中山　拓紀 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
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