
国際大会日本代表選手選考会

東京辰巳国際水泳場

世界記録     56.88
競技No. :  7 男子  100m 平泳ぎ 予選

日本記録     58.78

水路 加盟 登録No 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

1組
1 学関東 535 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 山梨学院大学 大3 1:03.28
2 学中部 549 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 中京大学 大3 1:02.58
3 学関東 488 永島　直樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ 東洋大学 大2 1:02.27
4 学関西 591 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 大阪体育大学 大3 1:01.99
5 神奈川 191 根本　大雅 ﾈﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 湘南工大附高 高3 1:02.14
6 神奈川 235 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ ＪＦＥ京浜 1:02.46
7 学中部 574 田中光太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 新潟医福大 大2 1:02.76
8 千  葉 81 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ Gustolea

2組
1 千  葉 64 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 稲毛インター 高1 1:01.95
2 愛  知 302 小林　　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ フロンティア 1:01.86
3 学関東 455 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 筑波大学 大2 1:01.69
4 学関東 440 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 立教大学 大2 1:01.61
5 神奈川 219 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ イトマン港北 大2 1:01.69
6 東  京 141 島﨑将太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ BLAST WAVE 1:01.72
7 学関東 526 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 日本大学 大1 1:01.94
8 学中部 539 平野玲於奈 ﾋﾗﾉ ﾚｵﾅ 中京大学 大4 1:01.97

3組
1 山  口 381 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ＫＳＧ・徳山 大4 1:01.47
2 学関西 588 須古井大輝 ｽｺｲ ﾋﾛｷ 大阪体育大学 大4 1:01.45
3 学関西 602 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 近畿大学 大3 1:01.34
4 学関東 422 幸田　太一 ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 中央大学 大2 1:01.24
5 学関東 445 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 明治大学 大2 1:01.32
6 鹿児島 399 田口　恵教 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 原田学園ＳＳ 1:01.36
7 神奈川 228 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ NECGSC溝の口/桐光学園高校 高3 1:01.46
8 富  山 263 中田秀次郎 ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 富山ＳＣ    /富山国際大付 高1 1:01.60

4組
1 愛  知 280 松田　藍青 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ 愛知高校    /コナミ杁中 高3 1:00.99
2 学関東 447 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 明治大学 大2 1:00.74
3 東  京 157 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ さわかみ財団/スウィン大宮 1:00.28
4 新  潟 258 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 東亞        /ＮＳＰ 59.64
5 愛  知 287 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ ＴＯＹＯＴＡ 59.75
6 埼  玉 27 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 自衛隊 1:00.53
7 東  京 159 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 三谷産業    /マリン舎人 1:00.80
8 東  京 187 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ＮＯＫ 1:01.18

5組
1 学関東 430 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 日本体育大学 大2 1:00.96
2 神奈川 226 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ NECGSC溝の口/法政大学 大2 1:00.69
3 学関東 499 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 早稲田大学 大3 1:00.06
4 東  京 173 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ ミキハウス 59.40
5 学関東 485 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大学 大4 59.72
6 学関東 452 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 筑波大学 大3 1:00.46
7 埼  玉 26 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 自衛隊 1:00.78
8 学関西 598 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 近畿大学 大4 1:01.13

6組
1 茨  城 17 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 茗水会 1:00.84
2 学中部 553 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 中京大学 大2 1:00.62
3 大  阪 354 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 白寿        /近大クラブ 59.86
4 東  京 97 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 東京ＳＣ    /慶應義塾大学 大3 59.18
5 兵  庫 355 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ ｱｸｱﾃｨｯｸ     /近大クラブ 59.66
6 学関東 438 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 慶應義塾大学 大3 1:00.37
7 学関東 520 近江ハリー ｵｳﾐ ﾊﾘｰ 日本大学    /大町ＳＳ 大2 1:00.77
8 学関東 424 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 中央大学 大1 1:01.08

2022/03/01 15:56:43 SEIKO Swimming Results System Page 1

スタートリスト


