
スタートリスト 千葉県国際総合水泳場

競技No. 53 男子     200m   個人メドレー   予選   5組 世界記録  1:54.00
日本記録  1:55.07

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 304 上田　滉貴 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 富山ＳＣ    高2
2 540 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川大学  大1
3 606 陸田　立起 ﾘｸﾀ ﾘｭｳｷ 日本大学    大4
4 616 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 日本大学    大2
5 478 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 中央大学    大1
6 465 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中央大学    大4
7 223 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ ヨコハマＳＣ/湘南工大附高 高2
8
9

2組
0 655 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 中京大学    /ＳＡ新城    大4
1 419 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3
2 485 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 日本体育大学 大2
3 603 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 日本大学    大4
4 641 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大学 大3
5 232 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ＳＰ報徳金沢/明治大学    大1
6 234 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高2
7 534 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 専修大学    大4
8 461 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 法政大学    大1
9 286 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富士通      

3組
0 593 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大学  大2
1 507 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大学 大4
2 562 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大学    大4
3 246 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日大高校    高3
4 1104 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ ＪＡＰＡＮ  
5 188 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 木下グループ
6 255 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ NECGSC溝の口/明治大学    大1
7 274 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ ＪＦＥ京浜  
8 106 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ
9 221 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大3

4組
0 627 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大学    大3
1 594 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大学  大1
2 147 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドーム  /明治大学    大1
3 290 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ ここトラ    
4 1111 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  
5 657 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大学    /伊東ＳＳ    大3
6 1117 髙橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ＪＡＰＡＮ  
7 1103 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ ＪＡＰＡＮ  
8 24 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｽｳｨﾝ宇都宮  高1
9 474 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中央大学    大3
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 245 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ イトマン港北/青山学院大学 大2
1 484 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大3
2 470 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学    大3
3 37 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ スウィン大宮/法政大学    大4
4 1110 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ ＪＡＰＡＮ  
5 33 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 自衛隊      /ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    
6 81 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学    大1
7 563 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大学    大4
8 269 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ＪＦＥ京浜  
9 321 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中京大中京高/豊橋ＳＳ    高3
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