
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 53 男子     200m   個人メドレー   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 490 仲光　陸遥 ﾅｶﾐﾂ ﾘｮｳ ベスト熊本  中2
2 43 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ アテナＡＭＣ/武南高校    高1
3 138 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ ﾙﾈｻﾝｽ両国   中3
4 894 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 鹿屋体育大学 大3
5 270 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ NECGSC溝の口/日大藤沢高校 高2
6 331 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 磐田カルチャ/浜松西高校  高1
7 28002 PIPIMNAN KitiphaPIPIMNAN Kit ＴＨＡ      
8 68 渡辺　響介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ ＣＡＣ勝田台 中2
9

2組
0 450 北村　峻聖 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ ﾙﾈｻﾝｽ姫路   /須磨学園高校 高1
1 739 安達　舜貴 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 山梨学院大学 大3
2 659 田中　大尊 ﾀﾅｶ ﾀｲｿﾝ 東洋大学    大3
3 29020 CHOU Wei-Liang CHOU Wei-Lia ＴＰＥ      
4 528 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中央大学    大2
5 476 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 九産大九州高 高3
6 768 中務　貴文 ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ 中京大学    大3
7 609 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 筑波大学    大2
8 448 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ ＪＳＳ北神戸/須磨学園高校 高1
9 886 川崎　瑠唯 ｶﾜｻｷ ﾙｲ 福岡大学    大4

3組
0 281 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ ＪＦＥ京浜  
1 341 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中京大中京高/豊橋ＳＳ    高1
2 149 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 東京ドーム  高2
3 849 髙瀬　　渉 ﾀｶｾ ﾜﾀﾙ 近畿大学    大3
4 572 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大学 大2
5 42 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ スウィン東光/武南高校    高3
6 480 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 福岡ＳＣ    高3
7 590 千代　真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 明治大学    大4
8 550 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 日本体育大学 大3
9 319 平野　洋康 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ ナントＳＣ  高2

4組
0 27004 CHUA Darren CHUA Darren ＳＧＰ      
1 148 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドーム  /淑徳巣鴨高校 高2
2 25005 YANG Jaehoon YANG Jaehoon ＫＯＲ      
3 28 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊      
4 209 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学    大3
5 533 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学    大1
6 186 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ Ｔ.Ｉ.Ｓ    /太陽教育ＳＣ
7 540 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 日本体育大学 大4
8 582 髙山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 立教大学    大4
9 602 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 明治大学    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. 53 男子     200m   個人メドレー   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 39 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ スウィン大宮/法政大学    大2
1 261 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日大高校    高1
2 27005 PANG Sheng Jun PANG Sheng J ＳＧＰ      
3 433 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大1
4 1005 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ ＪＡＰＡＮ  
5 201 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ ミキハウス  
6 779 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大学    /伊東ＳＣ    大1
7 683 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 早稲田大学  大3
8 521 岡本　卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 中央大学    大4
9 707 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 日本大学    大3

6組
0 663 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大学    大2
1 720 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大学    大1
2 544 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ 日本体育大学 大3
3 549 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大3
4 1007 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ ＪＡＰＡＮ  
5 680 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 早稲田大学  /ヨコハマＳＣ 大3
6 284 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ＪＦＥ京浜  
7 654 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 東洋大学    大4
8 29008 WANG Hsing-Hao WANG Hsing-H ＴＰＥ      
9 611 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 筑波大学    大1
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