
スタートリスト
予選男子　 200m　平泳ぎ№10 7組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1
2

神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中13 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       田村　章悟      ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ       
東  京 セ・ときわ台    中24 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       高久　麻希      ﾀｶｸ ｱｻｷ         

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      中15 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       齋藤　慶介      ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ       
6
7
8
9

 2 組
東  京 アクラブ稲城    中20 AQLUB IG       荒井　悠太      ｱﾗｲ ﾕｳﾀ         
三  重 津田四日市      中21 ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ       谷口　　卓      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ        
鹿児島 Nb              中32 aaNb           児島龍之真      ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｼﾝ     
埼  玉 コナミ北浦和    中23 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       奥山丈太郎      ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ    
東  京 日大豊山        高34 ﾌﾞｻﾞﾝ          阿部　隼翔      ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ         
東  京 東京ＳＣ        高25 ﾄｳｷｮｳSC        佐藤　雄太      ｻﾄｳ ﾕｳﾀ         
埼  玉 RIDGEND         中36 RIDGEND        井上　勇吹      ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ       
東  京 日大豊山中学    中27 ﾌﾞｻﾞﾝ          大倉　綾太      ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ       
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      中28 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       宿谷　昂介      ｼｸﾔ ｺｳｽｹ        
東  京 東京ＳＣ        中29 ﾄｳｷｮｳSC        伊藤　康秀      ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ       

 3 組
茨  城 イトマン守谷    高20 ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ        佐藤　大空      ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ        
埼  玉 ｽｳｨﾝ大宮西      高21 SWｵｵﾐﾔﾆｼ       吉田　考希      ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ        
東  京 Ｓｔｙｌｅ１    中32 Style1         深沢　大和      ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ        
愛  知 豊川高          高23 ﾄﾖｶﾜｺｳ         今井　流星      ｲﾏｲ ﾋｶﾙ         
学中部 中京大          大24 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       望月　颯太      ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ       
神奈川 コナミ林間      高15 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        松本　尚己      ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ        

東  京 日大豊山        高26 ﾌﾞｻﾞﾝ          塚田　大輝      ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ       
茨  城 守谷インター    中27 ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ        徳淵　　凜      ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ        
静  岡 飛龍高校        高28 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ       辻田　裕也      ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ        
埼  玉 スウィン東光    中29 ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ       林　　太陽      ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ        

 4 組
東  京 武蔵野          高30 ﾑｻｼﾉ           加藤　弘之      ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ        

学関東 法政大          大31 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        長井　琢磨      ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ        
学関東 中央大          大22 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       赤井　　晨      ｱｶｲ ｼﾝ          
兵  庫 コナミ西宮      高23 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       宮本　光琉      ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ        
学関東 筑波大          大14 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        大久保琳太郎    ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ     
学関西 近畿大学        大35 ｷﾝｷﾀﾞｲ         後藤　弘樹      ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ        
神奈川 ＪＦＥ京浜      6 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ  金谷　優気      ｶﾅﾔ ﾕｳｷ         
東  京 東京ＳＣ        中37 ﾄｳｷｮｳSC        平石　稜人      ﾋﾗｲｼ ﾔﾏﾄ        
東  京 藤村ＳＳ        高18 ﾌｼﾞﾑﾗSS        大﨑威久馬      ｵｵｻｷ ｲｸﾏ        
愛  知 豊川高          高19 ﾄﾖｶﾜｺｳ         岡本　健佑      ｵｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ       

 5 組
埼  玉 県立浦和        高30 ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ        戸澤　潤也      ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      
埼  玉 ひらはらＳＣ    1 HIRAHARA       金子　貴宏      ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ        
学関東 早稲田大        大12 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        渡辺　一平      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ     
学関東 早稲田大        大23 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        坂田　　匠      ｻｶﾀ ﾀｸﾐ         
東  京 ミキハウス      4 ﾐｷﾊｳｽ          小関也朱篤      ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ        
学関東 日本体育大      大15 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        武良　竜也      ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ         
学中部 中京大          大16 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       松村　優樹      ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ        

学関東 日本大          大17 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         木下　海生      ｷﾉｼﾀ ｶｲ         
東  京 ﾁｰﾑジュエン     8 ﾁｰﾑｼﾞｭｴﾝ       大塚　一輝      ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ       
東  京 アクラブ稲城    高29 AQLUB IG       森下純之介      ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ    
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 6 組
学関東 中央大          大40 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       金井　佑馬      ｶﾅｲ ﾕｳﾏ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高21 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       永島　　諒      ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ       
学関東 日本体育大      大32 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        菅原　一樹      ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ      
学関東 東洋大          大23 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        毛利　　衛      ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ         
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   4 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       高橋　幸大      ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ       

学関西 近畿大学        大15 ｷﾝｷﾀﾞｲ         日本　雄也      ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ        
学中部 中京大          大36 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       伊藤　開貴      ｲﾄｳ ｶｲｷ         
学関東 日本大          大47 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         押切　雄大      ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ        
千  葉 柏洋・柏        大28 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       後藤　滉平      ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ       
学関東 東海大          大49 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ        岡本　雄樹      ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ        

 7 組
長  野 ナガデン若里    高30 ﾅｶﾞﾃﾞﾝﾜｶ       畔上進太郎      ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ    
東  京 ｱｸｴﾘｱｽ          1 ｱｸｴﾘｱｽ         北島　康介      ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ      
東  京 ミキハウス      2 ﾐｷﾊｳｽ          立石　　諒      ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ        
学関東 日本大          大33 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         鈴木　皓大      ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ        
学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        山口　観弘      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ      
学関東 日本大          大35 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         田口　直輝      ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ        
学関東 東洋大          大16 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        上田涼太郎      ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ     
学関東 法政大          大37 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        渡邊　一輝      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ      
愛  知 ﾒｲｷﾞ            8 ﾒｲｷﾞ           大川　孝明      ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ       
学関東 筑波大          大49 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        川合　慧卓      ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ        


