
スタートリスト
予選男子　 400m　個人メドレー№8 5組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

神奈川 ATSC.YW         中21 ATSC.YW        本多　　灯      ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ        
滋  賀 イトマン堅田    中22 ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        河田　結人      ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ         
神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢     中13 SPﾎｳﾄｸKA       柳川　大樹      ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      
神奈川 横浜サクラ      高34 ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ        大場　法隆      ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ       

茨  城 タップ龍ヶ崎    中35 ﾀｯﾌﾟﾘｭｳ        小野吏久人      ｵﾉ ﾘｸﾄ          
東  京 三菱養和ＳＳ    中36 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       澤田　夏樹      ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ        
千  葉 柏洋・江        中27 ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ       大作　健二      ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ       
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 2 組
埼  玉 さくらＳＣ      高30 ｻｸﾗSC          中村　大海      ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ         
学関東 国士舘大        大41 ｺｸｼｶﾝ          遠藤　太陽      ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ       
埼  玉 県立浦和        高12 ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ        羽鳥　紘輝      ﾊﾄﾘ ｺｳｷ         
学中部 中京大          大33 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       渡辺　巧樹      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ       
神奈川 ＳＡ新城        高14 SAｼﾝｼﾞｮｳ       山田　大翔      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ        
学関東 中央大          大15 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       鵜池　海大      ｳｲｹ ｶｲﾀ         
東  京 東京ＳＣ        高16 ﾄｳｷｮｳSC        初谷　智輝      ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ       
東  京 トピレック      中37 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         早川　太陽      ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ       
埼  玉 ｽｳｨﾝ春日部      高38 SWｶｽｶﾍﾞ        島村　康佑      ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ       
愛  知 名古屋高        高29 ﾅｺﾞﾔｺｳ         伊藤　晃平      ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        

 3 組
学関東 神奈川大        大10 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       久保田敏生      ｸﾎﾞﾀ ﾄｼｷ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高31 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       岡本　卓也      ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ        
愛  知 豊川高          高22 ﾄﾖｶﾜｺｳ         山口七海生      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ       
学関東 山梨学院大      大13 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       西山　雄介      ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ       
神奈川 ヨコハマＳＣ    高24 ﾖｺﾊﾏSC         竹内　智哉      ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ        
学関東 日本体育大      大35 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        田村　光洋      ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ        

学関東 法政大          大26 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        緒方　　魁      ｵｶﾞﾀ ｶｲ         
東  京 ＤＯＳＳ豊洲    中37 DOSSﾄﾖｽ        大武　誠之      ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ       
学中部 中京大          大28 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       村上　欣義      ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ       
学関東 中央大          大39 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       手塚　祐樹      ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ        

 4 組
学関東 日本大          大20 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         藤本　　凌      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ       

埼  玉 自衛隊          1 ｼﾞｴｲﾀｲ         沖本凜太郎      ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ      
学関東 明治大          大12 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        平岩　賢人      ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ        
学関東 明治大          大23 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ        
埼  玉 ＪＳＳ毛呂山    大34 JSSﾓﾛﾔﾏ        瀬戸　大也      ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ         
神奈川 ATSC.YW         高35 ATSC.YW        中島颯太郎      ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ     
学中部 新潟医福大      大26 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ       桑山　　健      ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ         
茨  城 茗水会          7 ﾒｲｽｲｶｲ         村川　　諒      ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ        
埼  玉 スウィン埼玉    高18 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       田中　理玖      ﾀﾅｶ ﾘｸ          
東  京 ＪＳＳ八王子    高19 JSSﾊﾁｵｳｼ       尾山　　武      ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ         

 5 組
学関東 筑波大          大10 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        山田　泰也      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        
学九州 鹿屋体育大      大41 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       高橋航太郎      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      
東  京 ミキハウス      2 ﾐｷﾊｳｽ          藤森　太将      ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ      
学関東 法政大          大13 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        常深　皓貴      ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ        
学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        萩野　公介      ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ       
学関東 法政大          大25 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        齊藤　　凌      ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ        
学関東 日本大          大26 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         窪地　洸介      ｸﾎﾞﾁ ｺｳｽｹ       

東  京 東京ＳＣ        高27 ﾄｳｷｮｳSC        村田　　翔      ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ         
福  島 福島成蹊        高38 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ       加藤　　樹      ｶﾄｳ ｲﾂｷ         
鹿児島 鹿屋体大学院    9 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       鷲野　壮平      ﾜｼﾉ ｿｳﾍｲ        


