
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 46 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:30.03
大会記録  3:35.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 佐賀大 1336 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大2
ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学 1332 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ 大4

1337 太田　広夢 ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ 大2
1335 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 大3

3 大阪市立大 961 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大4
ｲﾁﾀﾞｲ 大学 965 小峯　力輝 ｺﾐﾈ ﾘｷ 大3

960 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大4
962 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大3

4 島根大 1227 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大4
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1226 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大4

1225 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大4
1232 松本　　海 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ 大2

5 広島大 1266 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ 大2
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1264 平野　一貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 大4

1262 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大4
1267 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大2

6 広島修道大 1216 井上　輝紀 ｲﾉｳｴ ﾃﾙｷ 大2
ｼｭｳﾀﾞｲ 大学 1213 佐多　　忠 ｻﾀ ﾀﾀﾞｼ 大2

1214 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大2
1217 高橋　孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 大2

7 広島工業大 1238 篠原浩之介 ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾉｽｹ 大2
ﾋﾛｺｳﾀﾞｲ 大学 1240 山本　泰雅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 大1

1233 植村健太郎 ｳｴﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大4
1237 山本　　賢 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 大2

8

9
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2組
0 岐阜聖徳学大 853 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 大2

ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 849 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大3
850 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大3
848 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 大4

1 東北大 1432 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大2
ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学 1431 浅野　航佑 ｱｻﾉ ｺｳｽｹ 大3

1435 大槻　　翼 ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ 大1
1430 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 大1

2 九州大 1323 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大3
ｷｭｳﾀﾞｲ 大学 1324 神代　直輝 ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ 大3

1325 石井　悠真 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 大2
1326 富﨑　　脩 ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ 大2

3 立命館大 1163 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1167 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 大2

1166 深原　大誠 ﾌｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大2
1158 森田　大貴 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大4

4 青山学院大 365 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 大2
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 368 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 大1

372 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 大1
364 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 大3

5 東海学園大 865 矢持　郁麿 ﾔﾓﾁ ｲｸﾏ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 866 岡村　　周 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳ 大4

869 後藤　雅弥 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ 大3
872 近藤　蒼真 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 大1

6 拓殖大 241 友常　　潤 ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 244 庄内　健登 ｼｮｳﾅｲ ｹﾝﾄ 大3

246 鎌田　斗真 ｶﾏﾀ ﾄｳﾏ 大2
247 新田見　優 ﾆﾀﾐ ﾕｳ 大2

7 仙台大 1397 奥崎　健太 ｵｸｻﾞｷ ｹﾝﾀ 大3
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1405 武山　直樹 ﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ 大1

1402 反町　賢太 ｿﾘﾏﾁ ｹﾝﾀ 大1
1400 吉田　歩夢 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 大1

8 新潟医福大 805 千吉良優斗 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 810 千葉　海勝 ﾁﾊﾞ ﾐｶﾂ 大3

806 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 大4
811 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大3

9 東北学院大 1410 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1409 三浦　尚起 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 大4

1419 中山　義仁 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 大1
1413 髙橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 大1
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3組
0 神戸大 1026 大海　陸人 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ 大2

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学 1024 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ 大2
1023 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大3
1025 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大2

1 大阪大 950 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大4
ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学 952 坂本　瑞樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大4

956 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大2
951 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大4

2 びわこ成蹊大 1205 高須加大和 ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ 大1
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1200 有田　瑞晃 ｱﾘﾀ ｽﾞｲｺｳ 大2

1194 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 大3
1191 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 大4

3 立教大 271 大森　陽輝 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 262 折戸　拓海 ｵﾘﾄ ﾀｸﾐ 大3

268 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 大3
272 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 大1

4 至学館大 758 高栖　　翔 ﾀｶｽ ｶｹﾙ 大4
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 761 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 大2

762 櫻井　雄斗 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 大2
760 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 大3

5 立正大 157 杉山　　怜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ 大1
ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大学 154 堀　　大地 ﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ 大4

158 牛丸　真秀 ｳｼﾏﾙ ﾏｻﾋﾃﾞ 大1
155 倉田　拓海 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 大2

6 天理大 1101 若林　和輝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1104 井本　海斗 ｲﾓﾄ ｶｲﾄ 大2

1106 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大1
1107 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 大1

7 岡山大 1247 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1248 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大3

1242 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
1252 塚原　　鉄 ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ 大1

8 北海道大 1439 山﨑　　仁 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1442 吉宮隆之介 ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1

1440 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大3
1441 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大2

9 埼玉大 165 金田倫太朗 ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大2
ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学 166 吉田　考希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 大3

164 内田　健登 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 大3
163 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ 大3
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4組
0 帝京大 648 本橋　和也 ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾔ 大1

ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 645 浅香　竜也 ｱｻｶ ﾀﾂﾔ 大3
647 牧田　健吾 ﾏｷﾀ ｹﾝｺﾞ 大2
646 千葉　陸生 ﾁﾊﾞ ﾘｸｵ 大2

1 鹿屋体育大 1353 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1351 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大4

1350 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 大4
1354 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3

2 同志社大 1075 芝　　洸太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1074 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 大3

1087 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 大1
1084 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 大1

3 法政大 5 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 12 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 大2

8 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大3
10 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大3

4 早稲田大 488 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 500 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 大1

489 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大3
502 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 大1

5 日本体育大 80 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 88 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 大3

79 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大4
83 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 大3

6 日本大 523 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 522 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 大4

548 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 大1
541 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大2

7 東海大 591 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 583 清水　智哉 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 大3

584 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 大3
577 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4

8 大阪体育大 891 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 899 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 大3

900 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大2
917 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大1

9 九州共立大 1383 濱崎　　凌 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1376 角田　武漢 ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ 大4

1382 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 大2
1381 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 大2
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5組
0 専修大 393 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 大1

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 389 伊東　裕貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 大3
388 門脇　　翔 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ 大3
385 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 大4

1 福井工業大 799 湊谷　　陸 ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ 大2
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 797 稲井　響己 ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ 大3

801 平野　奨馬 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾏ 大2
802 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 大2

2 山梨学院大 664 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 大1
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 650 堂本　恭平 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 大4

649 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 大4
652 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 大3

3 近畿大 1041 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1034 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 大3

1047 塚本　康介 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 大1
1038 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大3

4 明治大 289 重見　和秀 ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 290 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4

310 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 大1
294 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大3

5 中央大 46 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 60 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 大2

66 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 大1
41 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大4

6 神奈川大 411 元谷　優快 ﾓﾄﾔ ﾕｶｲ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 412 斉藤　聖隆 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大3

416 菅田　慎悟 ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 大2
415 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 大2

7 大阪国際大 1182 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 大2
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1181 宮嵜　真志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 大3

1178 吉田亘太郎 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 大4
1183 小山裕次郎 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大1

8 福岡大 1296 畑田　光輝 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1297 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 大4

1304 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大2
1294 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大4

9 国士舘大 201 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 大3
ｺｸｼｶﾝ 大学 207 渡邊　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 大2

220 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 大1
203 平野勝汰朗 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 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. 46 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:30.03
大会記録  3:35.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 関西学院大 969 三坂　一真 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ 大4

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 990 平井　佑典 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 大1
975 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 大3
976 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大3

1 上智大 153 田中　康太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 大2
ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 大学 147 石井　建幹 ｲｼｲ ﾀﾃｷ 大4

148 丹澤　　純 ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 大4
149 松山　悠真 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾏ 大4

2 関西大 1129 松井　綜汰 ﾏﾂｲ ｿｳﾀ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1130 瀧本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 大3

1133 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 大3
1137 中山　拓紀 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 大2

3 筑波大 338 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 328 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大4

329 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大4
335 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大2

4 中京大 708 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 705 畔上進太郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 大4

711 三浦　　心 ﾐｳﾗ ｼﾝ 大4
713 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大3

5 東洋大 452 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 457 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大2

455 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大2
445 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大4

6 慶應義塾大 178 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 184 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 大1

173 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 大3
175 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 大3

7 順天堂大 622 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 618 柳澤　　祥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳ 大3

621 根来　智徳 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾉﾘ 大2
616 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大3

8 大阪教育大 937 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 944 樫根滉太郎 ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ 大1

940 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大3
943 大崎　達也 ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ 大1

9 桐蔭横浜大 688 滝沢　　健 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 683 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ 大4

682 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大4
685 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 大3
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