
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 34 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3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
1 鹿屋体育大 986 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ 大4

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 995 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大1
990 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 大3
994 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大2

2 順天堂大 517 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 518 熊谷　　龍 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 大2

524 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 大1
515 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 大3

3 筑波大 269 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 274 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大2

262 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大4
263 宮村有樹彦 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 大4

4 近畿大 795 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 783 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 大4

801 塚本　康介 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 大2
789 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 大4

5 明治大 236 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 234 永島　　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 大4

232 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 大4
238 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 大3

6 大阪体育大 716 芝﨑　大賀 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲｶﾞ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 717 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 大4

718 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大3
732 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大2

7 同志社大 845 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 831 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 大4

844 十亀　正暉 ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾃﾙ 大1
840 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 大2

8 国士舘大 167 日比　崇達 ﾋﾋﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 171 渡邊　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 大3

182 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 大2
177 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 専修大 315 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 大2

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 311 伊東　裕貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 大4
318 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 大1
317 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 大1

2 新潟医福大 674 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 663 千葉　海勝 ﾁﾊﾞ ﾐｶﾂ 大4

671 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 大2
664 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大4

3 中央大 66 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 50 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大4

61 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 大2
69 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 大1

4 早稲田大 405 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 407 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 大3

406 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大4
409 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大3

5 中京大 603 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 595 平野玲於奈 ﾋﾗﾉ ﾚｵﾅ 大3

599 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 大3
598 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大3

6 慶應義塾大 149 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 155 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 大2

157 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大1
145 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 大4

7 東海大 492 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 484 清水　智哉 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 大4

485 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 大4
495 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 大2

8 神奈川大 335 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 343 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 大1

334 菅田　慎悟 ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 大3
333 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 大3
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3組
1 山梨学院大 557 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 大2

ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 554 吉松　滉輔 ﾖｼﾏﾂ ｺｳｽｹ 大3
552 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大3
556 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大2

2 福岡大 965 横川　　晶 ﾖｺｶﾞﾜ ｱｷ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 968 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 大3

961 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大3
970 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 大2

3 法政大 5 木下　大輔 ｷｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 21 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 大1

4 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大4
6 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大4

4 日本大 453 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 461 近江ハリー ｵｳﾐ ﾊﾘｰ 大1

463 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 大1
450 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大3

5 東洋大 370 渡辺　皆斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 373 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大3

371 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大3
368 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 大3

6 日本体育大 75 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 80 永田　和暉 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ 大4

86 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 大3
79 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 大4

7 関西学院大 762 塩川　裕也 ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ 大3
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 767 平井　佑典 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 大2

758 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 大4
759 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大4

8 関西大 854 松井　綜汰 ﾏﾂｲ ｿｳﾀ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 855 瀧本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 大4

858 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 大4
862 中山　拓紀 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 大3
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