
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   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 459 上杉　了以 ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ ＪＳＳ米子  中2
1 479 萬燈　祐仁 ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ はるおか原  中3
2 19 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ ＳＡ伊勢崎  中3
3 745 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 山梨学院大学 大1
4 53 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ スウィン鷲宮/春日部共栄高 高3
5 422 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ ｲﾄﾏﾝ岸和田  /桃山学院高校 高1
6 307 矢澤　祥太 ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 上越正和ＳＳ 高1
7 492 山田　匠海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾙﾈｻﾝｽ熊本南 中3
8 328 中西　春稀 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｷ ＲＳＣ富士  中2
9

2組
0 102 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 東京ＳＣ    /慶應義塾大学 大4
1 603 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 明治大学    大1
2 742 池端　俊哉 ｲｹﾊﾀ ﾄｼﾔ 山梨学院大学 大2
3 706 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 日本大学    大3
4 725 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 東海大学    大3
5 898 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 鹿屋体育大学 大1
6 655 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 東洋大学    大4
7 846 兒玉　昇久 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ 近畿大学    大4
8 752 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 桐蔭横浜大学 大4
9 78 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  高2

3組
0 807 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 新潟医福大  大4
1 593 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 明治大学    大3
2 332 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ ハマスポ    /浜名高校    高3
3 883 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山大学    /ＯＳＫ岡山  大4
4 897 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大学 大2
5 772 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 中京大学    大3
6 77 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  高2
7 391 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ イ ト マ ン /近畿大付高校 高2
8 877 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 関西大学    大3
9 888 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡大学    大2

4組
0 760 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 中京大学    大4
1 538 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 日本体育大学 大4
2 721 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 日本大学    /パルニシオ  大1
3 282 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜  
4 1010 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＡＰＡＮ  
5 541 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大4
6 743 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 山梨学院大学 大2
7 228 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 日大藤沢高校/ATSC.YW     高3
8 169 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   高3
9 215 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /法政大学    大1
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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   6組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 612 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 筑波大学    大1
1 771 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 中京大学    大3
2 765 安井　大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ 中京大学    大4
3 310 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ ダッシュ新潟
4 684 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 早稲田大学  大3
5 195 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ セイコー    
6 606 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 筑波大学    大4
7 892 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 鹿屋体育大学 大4
8 523 居相　良介 ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ 中央大学    大3
9 723 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東海大学    大4

6組
0 551 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 日本体育大学 大2
1 847 寛嶋　尚二 ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 近畿大学    /ＪＳＳ住吉  大4
2 29010 WANG Kuan-Hung WANG Kuan-Hu ＴＰＥ      
3 221 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ﾚｯﾄﾞｸｲｰﾝ    
4 23001 MILAK Kristof MILAK Kristo ＨＵＮ      
5 193 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 全日空商事  /スウィン大宮
6 298 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富士通      
7 662 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 東洋大学    /大紀ＳＣ    大2
8 411 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ ＪＳＳ住吉  
9 714 田中　理玖 ﾀﾅｶ ﾘｸ 日本大学    大2
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