
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 14 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
大会記録  3:16.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 専修大 317 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 大1

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 318 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 大1
316 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 大2
313 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大3

2 鹿屋体育大 987 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 994 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大2

990 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 大3
989 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大3

3 関西学院大 759 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 756 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 大4

768 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 大1
763 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大3

4 日本大 455 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 436 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 大5

460 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 大1
450 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大3

5 早稲田大 417 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 419 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 大1

421 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 大1
409 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大3

6 大阪体育大 732 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 728 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大2

727 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 大2
722 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大3

7 福岡大 961 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 970 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 大2

966 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 大3
976 大森　涼奨 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 大1

8 新潟医福大 665 野極　陽向 ﾉｷﾞﾜ ﾋﾅﾀ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 664 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大4

675 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 大1
671 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 山梨学院大 556 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大2

ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 544 安達　舜貴 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 大4
555 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 大3
545 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 大4

2 同志社大 840 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 841 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 大2

843 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大1
836 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大3

3 法政大 22 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 4 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大4

12 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 大3
6 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大4

4 中央大 53 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 54 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 大3

69 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 大1
60 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 大2

5 東洋大 372 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 368 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 大3

382 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 大1
373 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大3

6 慶應義塾大 145 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 149 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大3

141 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 大5
152 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 大2

7 立教大 217 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 218 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 大4

221 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 大1
220 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 大2

8 東海大 495 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 491 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大3

492 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大3
494 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 日本体育大 77 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 大4

ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 89 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 大3
88 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 大3
79 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 大4

2 筑波大 263 宮村有樹彦 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 276 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 大1

272 小島健太郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大2
267 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大3

3 近畿大 789 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 808 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 大1

802 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 大2
805 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大2

4 明治大 238 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 245 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 大2

237 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大3
242 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大3

5 中京大 587 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 596 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 大3

605 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 大2
591 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大4

6 神奈川大 331 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 333 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 大3

332 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大4
338 角　　俊介 ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 大2

7 順天堂大 510 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 522 國分　隆平 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｭｳﾍｲ 大1

525 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 大1
515 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 大3

8 関西大 862 中山　拓紀 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 865 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 大2

856 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大4
858 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 大4

Page: 3/3 Printing: 2020/10/02 9:37:47

学関東

学関西

加　盟

学関東

学関東

学関西

学関東

学中部

学関東


