
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     20.91
競技No. :  50 男子   50m 自由形 予選

日本記録     21.67

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 416 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 中央大学 大3 23.64
2 学中部 577 渡辺　悠登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 新潟医福大 大1 23.53
3 学関東 517 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ 日本大学 大3 23.42
4 福  岡 390 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 直方ＳＳ野上/東福岡高校 高3 23.31
5 学関西 590 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大阪体育大学 大4 23.40
6 静  岡 276 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 掛川ＳＳ    /浜松日体高校 高3 23.51
7 学中部 578 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 新潟医福大 大1 23.55
8 神奈川 200 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大3 23.84

2組
1 北海道 3 山本　麻尋 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ ＪＳＳ登別 高3 23.23
2 大  阪 352 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ イトマン近大 大1 23.19
3 長  崎 393 森山　　遼 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ビート長崎 高3 23.14
4 大  阪 324 重藤　流世 ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ イトマン    /四條畷学園高 高2 23.13
5 神奈川 201 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ ヨコハマＳＣ/明治大学 大1 23.14
6 東  京 160 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三谷産業    /三菱養和ＳＳ 23.18
7 学中部 572 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 新潟医福大 大3 23.20
8 学関東 443 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 明治大学 大3 23.24

3組
1 学九州 618 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 鹿屋体育大学 大3 23.10
2 千  葉 78 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 海自下総 23.09
3 学関東 503 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 早稲田大学 大2 23.04
4 新  潟 252 長谷川卓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ ダッシュ新潟 23.04
5 静  岡 273 内村　駿斗 ｳﾁﾑﾗ ﾊﾔﾄ 飛龍高校 高2 23.04
6 栃  木 19 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ ｽｳｨﾝ宇都宮 高2 23.07
7 東  京 111 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 三菱養和ＳＳ/暁星高等学校 高2 23.10
8 愛  知 307 角谷　大樹 ｶﾄﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 西澤造園 23.12

4組
1 神奈川 194 松原　光佑 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 横須賀大津高 高2 23.02
2 学関東 465 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 神奈川大学 大4 22.99
3 学関東 496 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 早稲田大学  /ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 大4 22.92
4 学関東 427 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 日本体育大学 大4 22.89
5 神奈川 239 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ ＪＦＥ京浜 22.90
6 学関東 515 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大学 大3 22.96
7 学中部 553 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 中京大学 大2 23.01
8 宮  城 10 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ イトマン向山 23.04

5組
1 学中部 540 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 中京大学 大4 22.74
2 北海道 6 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ    /野幌運動公園 22.66
3 学関東 511 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大学 大4 22.41
4 愛  知 305 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 新東工業愛知/ＴＹＲ 22.02
5 学関東 411 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大学 大4 22.12
6 学関東 420 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中央大学 大2 22.57
7 東  京 93 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ スウィンＳＳ 22.70
8 神奈川 238 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ ＪＦＥ京浜 22.88

6組
1 学関東 505 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 早稲田大学 大2 22.73
2 山  口 383 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 山口保安工業 22.64
3 三  重 310 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 津田学園    /津田大山田 22.36
4 東  京 125 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ イトマン東進 21.97
5 新  潟 259 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 新潟医福大職 22.04
6 学関東 501 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 早稲田大学 大3 22.51
7 学中部 541 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 中京大学 大4 22.69
8 学関東 533 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨学院大学 大3 22.84
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7組
1 学関東 439 三橋　拓也 ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ 国士舘大学  /ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 大2 22.71
2 学関東 454 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 筑波大学 大2 22.61
3 神奈川 233 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜 22.36
4 東  京 123 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ イトマン東進 21.96
5 東  京 164 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大和ハウス 22.03
6 岡  山 379 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 静科 22.42
7 学関西 613 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 同志社大学 大2 22.68
8 学関西 612 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 同志社大学 大3 22.76
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