
スタートリスト 千葉県国際総合水泳場

競技No. 78 男子     200m   平泳ぎ   予選   4組 世界記録  2:06.12
日本記録  2:06.40

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 305 中田秀次郎 ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 富山ＳＣ    高1
2 714 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 大阪体育大学 大3
3 692 佐藤　　廉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 新潟医福大  大4
4 620 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 日本大学    大1
5 520 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 立教大学    大2
6 747 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 福岡大学    大4
7 284 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 富士通      
8
9

2組
0 1112 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ ＪＡＰＡＮ  大3
1 486 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 日本体育大学 大2
2 532 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 明治大学    大2
3 117 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ アクラブ稲城/明治大学    大2
4 585 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 早稲田大学  大3
5 563 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大学    大4
6 528 伊藤　圭郷 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 明治大学    大4
7 138 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ マリン西新井 高3
8 147 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドーム  /明治大学    大1
9 539 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 神奈川大学  大2

3組
0 290 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ ここトラ    
1 477 幸田　太一 ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 中央大学    大2
2 749 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 福岡大学    大4
3 182 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 三谷産業    /マリン舎人  
4 1106 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ ＪＡＰＡＮ  
5 254 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ NECGSC溝の口/法政大学    大2
6 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
7 402 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ ｱｸｱﾃｨｯｸ     /近大クラブ  
8 667 尾矢　海太 ｵﾔ ｼｲﾀ 中京大学    大1
9 646 森田　耕輔 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 中京大学    大4

4組
0 71 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 稲毛インター/東邦大東邦高 高1
1 272 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ ＪＦＥ京浜  
2 588 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 早稲田大学  大3
3 577 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 早稲田大学  大4
4 1105 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ ＪＡＰＡＮ  大3
5 509 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 慶應義塾大学 大3
6 162 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ イトマン東京/中央大学    大4
7 757 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大学/Ｎｂ        大2
8 621 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 日本大学    大1
9 709 森脇　裕大 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪体育大学 大4
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