
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 72 男子   4x200m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  7:02.26
大会記録  7:13.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 佐賀大 1333 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大4

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学 1336 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大2
1332 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ 大4
1334 坂口　大成 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 大2

1 広島大 1262 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1265 松谷　晃汰 ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ 大2

1266 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ 大2
1267 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大2

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

802 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 大2
798 小林　慶人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 大2

3 びわこ成蹊大 1206 君塚　蒼良 ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ 大1
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1199 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 大2

1193 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 大3
1203 安藝　佑一 ｱｷ ﾕｳｲﾁ 大1

4 天理大 1108 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1102 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 大2

1097 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 大3
1109 浦田　悠介 ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ 大1

5 至学館大 766 関　　裕介 ｾｷ ﾕｳｽｹ 大1
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 760 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 大3

761 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 大2
758 高栖　　翔 ﾀｶｽ ｶｹﾙ 大4

6 岐阜聖徳学大 848 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 大4
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 850 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 大3

856 関山　翔太 ｾｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大2
853 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 大2

7 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 1231 大國　正登 ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ 大2

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

8 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

1236 信岡　卓叡 ﾉﾌﾞｵｶ ﾀｸｴｲ 大2
1237 山本　　賢 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 大2

9 広島修道大 1214 隠塚　亮介 ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大2
ｼｭｳﾀﾞｲ 大学 1217 高橋　孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 大2

1219 中市　純矢 ﾅｶｲﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
1212 森近　亮介 ﾓﾘﾁｶ ﾘｮｳｽｹ 大3
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2組
0 仙台大 1402 反町　賢太 ｿﾘﾏﾁ ｹﾝﾀ 大1

ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1400 吉田　歩夢 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 大1
1397 奥崎　健太 ｵｸｻﾞｷ ｹﾝﾀ 大3
1399 阿部　元気 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝｷ 大2

1 関西学院大 981 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 971 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 大3

970 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 大4
976 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大3

2 鹿屋体育大 1357 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大2
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1354 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3

1351 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大4
1356 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 大3

3 近畿大 1036 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1048 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 大1

1028 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大4
1044 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 大1

4 明治大 291 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 287 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 大4

308 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大2
304 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大2

5 東洋大 456 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 446 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大4

443 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大4
445 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大4

6 関西大 1131 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1141 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 大1

1135 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 大2
1125 梶谷　直幹 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 大4

7 同志社大 1083 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1080 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大2

1077 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 大3
1079 佐々木善健 ｻｻｷ ﾖｼﾀｹ 大2

8 立教大 272 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 263 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 大4

261 山野　哲平 ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 大4
268 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 大3

9 国士舘大 208 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 218 塩川　瑛介 ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ 大1

217 松原士勇諒 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｲﾏ 大1
197 一宮　大智 ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 大4
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3組
0 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 1327 坂口　　慎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ 大2
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

1 大阪体育大 893 丸山　康之 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 917 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大1

913 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大1
912 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 大1

2 法政大 10 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 6 廣川　剛己 ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ 大4

3 栁本　純希 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大4
2 市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 大4

3 日本大 520 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 517 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 大4

518 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 大4
526 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 大3

4 早稲田大 498 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 492 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大2

486 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 大3
485 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 大3

5 筑波大 329 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 335 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大2

332 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 大3
337 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 大2

6 慶應義塾大 169 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 178 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大2

172 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 大4
175 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 大3

7 専修大 391 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 384 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大4

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

8 福岡大 1304 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1298 川崎　瑠唯 ｶﾜｻｷ ﾙｲ 大4

1294 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大4
1310 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 大2

9 北海道大 1440 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1437 佐々木建晟 ｻｻｷ ｹﾝｾｲ 大3

1443 高野　裕生 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 大1
1441 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大2
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4組
0 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 1252 塚原　　鉄 ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ 大1
1249 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大3
1242 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大4

1 順天堂大 614 金子　和樹 ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 616 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大3

613 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 大4
620 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 大2

2 神奈川大 414 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 419 佐々木龍希 ｻｻｷ ﾘｭｳｷ 大1

406 萩原　康平 ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ 大4
408 足立　光駿 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ 大4

3 中央大 65 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 42 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 大4

67 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 大1
53 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 大3

4 中京大 706 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 704 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 大4

725 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 大2
729 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 大1

5 日本体育大 87 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 83 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 大3

81 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 大3
85 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 大3

6 山梨学院大 654 杉木　光希 ｽｷﾞｷ ｺｳｷ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 660 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大2

661 豊田　　光 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾗ 大2
663 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 大2

7 東海大 577 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 589 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大2

591 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大2
595 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大2

8 桐蔭横浜大 685 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 691 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 大1

682 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 大4
680 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 大4

9 東北大 1430 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 大1
ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学 1433 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大2

1427 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大3
1426 水野　雄介 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 大6
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