
第38回コナミオープン水泳競技大会
KONAMI OPEN ２０２３
東京辰巳国際水泳場

日本記録     23.17
競技No. : 78 男子   50m バタフライ 予選

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 5/4 愛  知 川本　武史 ＴＯＹＯＴＡ 95
ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ TOYOTA    23.62 (  0.66)

2 7/4 新  潟 田中　優弥 新潟医福大職 98
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ NUHW    23.82 (  0.64)

3 5/3 学関東 田中　大寛 早稲田大 01 大3
ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ    23.89 (  0.54)

4 6/2 学中部 内藤　大翔 中京大 02 大2
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ    23.93 (  0.63)

5 7/6 神奈川 阪本　祐也 富士防 99
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾌｼﾞﾎﾞｳ    24.11 (  0.68)

6 7/5 新  潟 水沼　尚輝 新潟医福大職 96
ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ NUHW    24.13 (  0.58)

7 7/3 埼  玉 赤羽根康太 自衛隊 98
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ ｼﾞｴｲﾀｲ    24.15 (  0.64)

8 5/5 兵  庫 佐伯　勇武 Genki Style 99
ｻｴｷ ｲｻﾑ Genki ST    24.20 (  0.61)

9 6/5 東  京 山口　遼大 三菱養和ＳＳ 04 高3
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    24.28 (  0.65)

10 5/2 学関東 西田　拓郎 神奈川大 01 大3
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾛｳ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ    24.29 (  0.73)

11 6/3 東  京 髙安　　亮 FIET 81
ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ FIET    24.41 (  0.63)

12 6/6 学関東 團　　頌太 中央大 00 大4
ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ    24.44 (  0.71)

13 5/7 神奈川 岸　　一也 富士通 93
ｷｼ ｶｽﾞﾔ FUJITSU    24.48 (  0.73)

14 7/7 岩  手 一戸　元喜 ＪＳＳ盛岡 98
ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ JSSﾓﾘｵｶ    24.56 (  0.71)

15 6/7 埼  玉 岩見　俊祐 スウィン埼玉 06 高1
ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ    24.69 (  0.63)
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16 5/1 岩  手 今野　文翔 水沢ＳＣ 02 大2
ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄ ﾐｽﾞｻﾜSC    24.70 (  0.71)

17 7/2 千  葉 井上　　海 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 02 大2
ｲﾉｳｴ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙ    24.72 (  0.64)

18 6/0 東  京 中塚　健太 MTR 91
ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ MTRST    24.88 (  0.63)

19 5/8 学関東 井川　太陽 国士舘大 02 大2
ｲｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ ｺｸｼｶﾝ    24.96 (  0.64)

20 7/1 東  京 光永　翔音 日大豊山 05 高2
ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ ﾌﾞｻﾞﾝ    25.01 (  0.88)

21 4/6 茨  城 中田　有友 あかやまＳＳ 04 高3
ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ ｱｶﾔﾏSS    25.02 (  0.67)

22 7/0 神奈川 浜谷　憲周 ＪＦＥ京浜 94
ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ    25.10 (  0.73)

23 4/3 愛  知 土方　遥斗 豊川高 06 高1
ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ ﾄﾖｶﾜｺｳ    25.19 (  0.62)

24 6/1 神奈川 伊勢　空翔 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 05 高2
ｲｾ ﾀｶﾄ ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ    25.33 (  0.71)

25 3/5 宮  城 高橋康太朗 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 04 高3
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾙ･ﾅｶﾞﾏﾁ    25.44 (  0.65)

26 3/4 東  京 城戸　裕貴 南光ＳＳ 05 高3
ｷﾄﾞ ﾕｳｷ ﾅﾝｺｳSS    25.56 (  0.71)

27 5/9 千  葉 砂村　明彦 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 05 高3
ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ ﾙ･ﾁｮｳｼ    25.57 (  0.74)

27 7/9 東  京 塩田　直也 東京ＳＣ 07 中3
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ ﾄｳｷｮｳSC    25.57 (  0.67)

29 4/1 京  都 川中鼓太郎 コナミ伏見 06 高1
ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ ｺﾅﾐﾌｼﾐ    25.59 (  0.75)

30 4/5 東  京 髙山　　凰 目黒日大 06 高2
ﾀｶﾔﾏ ｺｳ ﾒｸﾞﾛNU    25.60 (  0.63)
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31 4/9 東  京 髙山　　蓮 目黒日大 04 高3
ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝ ﾒｸﾞﾛNU    25.61 (  0.61)

32 4/7 千  葉 加藤　弘晴 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 04 高3
ｶﾄｳ ｺｳｾｲ CSﾐﾅﾐｷﾞｮ    25.66 (  0.70)

33 4/2 埼  玉 山本　　司 スウィン北本 06 高1
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ SWｷﾀﾓﾄ    25.79 (  0.81)

34 4/0 東  京 平泉　海人 日体大荏原 04 高3
ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ    25.82 (  0.75)

35 6/9 福  島 竹田　孝河 郡山インター 07 中3
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ    26.00 (  0.64)

36 3/7 宮  城 伊藤　朝陽 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 08 中2
ｲﾄｳ ｱｻﾋ ﾙ･ﾅｶﾞﾏﾁ    26.01 (  0.64)

37 4/8 東  京 村上　稜芽 都・駒場 05 高2
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ ｺﾏﾊﾞ    26.11 (  0.59)

38 3/2 東  京 河井　一桜 東京ＳＣ 09 中1
ｶﾜｲ ｲｯｻ ﾄｳｷｮｳSC    26.16 (  0.72)

39 3/3 埼  玉 會田　　慧 スウィン鴻巣 08 中3
ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ SWｺｳﾉｽ    26.22 (  0.67)

40 3/1 千  葉 横山　　哲 ＪＳＳ大原 09 中2
ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ JSSｵｵﾊﾗ    26.26 (  0.66)

41 3/8 千  葉 羽鳥　晴真 VERDI 09 中1
ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾏ VERDI    26.77 (  0.62)

42 3/0 東  京 星野　壮瑛 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 08 中2
ﾎｼﾉ ｿｳｴｲ ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ    27.03 (  0.60)

43 3/6 神奈川 田中　璃空 トピーアヤセ 08 中2
ﾀﾅｶ ﾘｸ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ    27.07 (  0.65)

44 2/4 大  阪 濱口　大和 コナミ香里 09 中1
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ ｺﾅﾐｺｳﾘｵｶ    27.33 (  0.59)

45 3/9 東  京 松本　大河 ﾙﾈｻﾝｽ経堂 10 小6
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ    27.66 (  0.74)
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46 2/5 東  京 神尾　星成 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 10 小6
ｶﾐｵ ｾﾅ AQLUB HO    27.81 (  0.61)

47 2/3 京  都 松本　晴大 コナミ八幡 09 中1
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾀ ｺﾅﾐﾔﾜﾀ    28.09 (  0.61)

48 2/7 福  岡 山賀　一仁 コナミ城南 11 小5
ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾄ ｺﾅﾐｼﾞｮｳﾅ    28.16 (  0.60)

49 2/1 岩  手 岡崎　　耀 ＪＳＳ青山 11 小6
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙ JSSｱｵﾔﾏ    28.19 (  0.66)

50 2/0 東  京 近藤　俊太 三菱養和ＳＳ 11 小5
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    28.85 (  0.61)

51 2/2 東  京 田中　陽路 コナミ西葛西 10 小6
ﾀﾅｶ ﾋﾛ ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ    28.93 (  0.59)

52 2/8 東  京 渡辺　迅音 ロンド成増 10 小6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾛﾝﾄﾞﾅﾘﾏｽ    29.61 (  0.63)

53 2/9 岩  手 兼澤　　穂 ＪＳＳ盛岡 11 小5
ｶﾈｻﾜ ｽｲ JSSﾓﾘｵｶ    30.28 (  0.61)

54 1/4 東  京 柿元省太郎 ＳＡＴ雪ヶ谷 12 小5
ｶｷﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ SATﾕｷｶﾞﾔ    31.77 (  0.66)

55 1/6 大  阪 田中　大稀 大東SS 12 小5
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾀﾞｲﾄｳSS    32.16 (  0.72)

56 1/3 東  京 志太　　新 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 12 小4
ｼﾀﾞ ｱﾗﾀ ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ    32.24 (  0.68)

57 1/5 東  京 上田　朋樹 ｲﾄﾏﾝ東伏見 12 小5
ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｷ ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ    32.31 (  0.60)

58 1/2 東  京 杉本　隼弥 ｲﾄﾏﾝ富士見台 13 小3
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ    34.02 (  0.62)

2/6 神奈川 増渕　　翼 トピーアヤセ 09 中1
ﾏｽﾌﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 失格

4/4 東  京 横内鼓太郎 MTR 04 高3
ﾖｺｳﾁ ｺﾀﾛｳ MTRST 棄権
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5/0 神奈川 神尾　至輝 日大藤沢 04 高3
ｶﾐｵ ｼｷ ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 棄権

5/6 東  京 安江　貴哉 新東工業東京 96
ﾔｽｴ ﾀｶﾔ sinto t 棄権

6/4 東  京 中村　　克 イトマン東進 94
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ｲﾄﾏﾝﾄｳｼﾝ 棄権

6/8 愛  知 武内　佑緯 コナミ蒲郡 05 高2
ﾌﾞﾅｲ ﾕｳｲ ｺﾅﾐｶﾞﾏ 棄権

7/8 神奈川 吉田　大起 トピーアヤセ 06 高1
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 棄権
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