
スタートリスト
予選男子　 200m　自由形№12 8組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
千  葉 コナミ五香      小50 ｺﾅﾐｺﾞｺｳ        池上優太郎      ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾛｳ     
千  葉 ＢＩＧ木更津    小61 BIGｷｻﾗﾂﾞ       江沢　　陸      ｴｻﾞﾜ ﾘｸ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小62 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       平野　翔一      ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ       
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中   中23 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       須田　悠介      ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ        
埼  玉 ひらはらＳＣ    中24 HIRAHARA       鈴木　優太      ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        

千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ     中25 ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ        オウカンホン    ｵｳ ｶﾝﾎﾝ         
東  京 コナミ西葛西    中16 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       清水　真宏      ｼﾐｽﾞ ﾏﾋﾛ        
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中   小67 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       荻野倖太朗      ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ      
千  葉 コナミ五井      小58 ｺﾅﾐｺﾞｲ         鈴木　光瑠      ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ        
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 2 組
東  京 東京ＳＣ        高10 ﾄｳｷｮｳSC        髙野　大祐      ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ       
神奈川 アクラブ藤沢    中21 AQLUB FJ       松山　元哉      ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ        
東  京 三菱養和ＳＳ    中32 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       澤田　夏樹      ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ        
愛  知 ＢＩＧ東海      中23 BIGﾄｳｶｲ        木下　大和      ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ        
学関東 神奈川大        大34 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       福本優一郎      ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ     
埼  玉 ｽｳｨﾝ東松山      中25 SWﾋｶﾞｼﾏﾂ       熊澤　将大      ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ      
東  京 三菱養和ＳＳ    中36 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       福澤　真平      ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ     
兵  庫 コナミ三田      中37 ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ       
東  京 コナミ一橋      中28 ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ       福田　　樹      ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ        
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中29 AQLUB HO       西田　大晟      ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ       

 3 組
愛  知 豊川高          高10 ﾄﾖｶﾜｺｳ         島　　賢人      ｼﾏ ｹﾝﾄ          
東  京 日大豊山        高31 ﾌﾞｻﾞﾝ          高山　　凱      ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ        
東  京 日大豊山        高22 ﾌﾞｻﾞﾝ          田中瑛之介      ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ       
京  都 コナミ伏見      高13 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         辰巳　海斗      ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ         
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       
神奈川 富士通          5 FUJITSU        河又　祐吾      ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ       

埼  玉 スウィン熊谷    高16 SWｸﾏｶﾞﾔ        石井　瑛章      ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ        
神奈川 のぼりとＳＣ    高27 ﾉﾎﾞﾘﾄSC        後藤　和真      ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ       
神奈川 ATSC.YW         中28 ATSC.YW        北島龍之介      ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ    
埼  玉 県立浦和        高29 ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ        舘　　宏輔      ﾀﾁ ｺｳｽｹ         

 4 組
東  京 武蔵野          高10 ﾑｻｼﾉ           子吉　敦也      ｺﾖｼ ｱﾂﾔ         

神奈川 神奈中ＳＳ      中31 ｶﾅﾁｭｳSS        眞野　秀成      ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ        
新  潟 ダッシュ新津    中32 ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ       石崎　慶祐      ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ      
静  岡 飛龍高校        高33 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ       中村　陽太      ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ        
北海道 コナミ白石      高14 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ       
東  京 アクラブ調布    高35 AQLUB CH       堀之内飛向      ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ     
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ曳舟      高16 ﾙ･ﾋｷﾌﾈ         川野　海斗      ｶﾜﾉ ｶｲﾄ         
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋    高17 ｾ･ｶﾐｲｹ         宇野　達哉      ｳﾉ ﾀﾂﾔ          
愛  知 名古屋高        高18 ﾅｺﾞﾔｺｳ         鶴田　宙也      ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ         
埼  玉 ｽｳｨﾝ春日部      高39 SWｶｽｶﾍﾞ        松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ        

 5 組
埼  玉 ベスト上尾      高30 ﾍﾞｽﾄｱｹﾞｵ       関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ         
学関東 筑波大          大21 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        三浦　　遼      ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         
神奈川 神奈川大学大学2 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       辻　　彌岳      ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ         
愛  知 豊川高          高23 ﾄﾖｶﾜｺｳ         舩橋　拓人      ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ       
神奈川 NECGSC溝の口 高34 NECGSC M       平田　航太      ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ         
東  京 コナミ立川      高25 ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ        齊藤　能史      ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ       
埼  玉 スウィン埼玉    大26 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       丸山　　徹      ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ        

学関東 明治大          大37 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        鷲尾　春紀      ﾜｼｵ ﾊﾙｷ         
学関東 神奈川大        大38 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       浅野　雄亮      ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ        
埼  玉 スウィン大教    高39 SWﾀﾞｲｷｮｳ       小島　稔生      ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ        
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 6 組
兵  庫 コナミ西宮      高20 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       溝畑　樹蘭      ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ     
埼  玉 スウィン埼玉    高21 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       安藤　涼太      ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ      
学関東 中央大          大32 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       大坪　駿也      ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ      
学関東 順天堂大        大33 ｼﾞｭﾝﾃﾝ         小嶋　辰哉      ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ        
学中部 中京大          大44 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       日髙　郁弥      ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ        

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 山梨学院大      大16 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       陶山　周平      ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ       
福  島 福島成蹊        高37 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ       服部　　翼      ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ       
茨  城 茗水会          8 ﾒｲｽｲｶｲ         西山賢太郎      ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ      
埼  玉 RIDGEND         高39 RIDGEND        吉野　公晴      ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ        

 7 組
神奈川 トピーアヤセ    高20 ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        成田虎太郎      ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ        
学九州 九産大          大41 ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲ       稲葉　桂亮      ｲﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ       
神奈川 ヨコハマＳＣ    高22 ﾖｺﾊﾏSC         竹内　智哉      ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ        
東  京 東京ＳＣ        大43 ﾄｳｷｮｳSC        小堀　勇氣      ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ        
学関東 山梨学院大      大44 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       江原　騎士      ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ         
学中部 中京大          大35 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       宮本　健史      ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ       
学関東 山梨学院大      大26 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       石橋　　翔      ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ       
学関東 日本大          大37 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         小松　　巧      ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ         
三  重 尾鷲高          高28 ｵﾜｾｺｳｺｳ        菊池　泰雅      ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ        
学関東 日本大          大39 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         古田　祐介      ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ        

 8 組
北海道 コナミ白石      高20 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        藤井　勇大      ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ      
学関東 日本体育大      大21 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        束原　安寿      ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ      
学関東 早稲田大        大32 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        八木　隼平      ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ     
神奈川 NECGSC玉川    大43 NECGSC T       ﾑｰﾃﾞｨｰｹﾘｰ       ﾑｰﾃﾞｨｰ ｹﾘｰ      
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       
東  京 三菱養和ＳＳ    高35 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       吉田　冬優      ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ         

神奈川 ATSC.YW         高36 ATSC.YW        金子　直樹      ｶﾈｺ ﾅｵｷ         
学関東 日本大          大27 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         北之坊知樹      ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ      
学関東 筑波大          大38 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        石井　　亨      ｲｼｲ ﾄｵﾙ         
愛  知 豊川高          高39 ﾄﾖｶﾜｺｳ         神近　洋佑      ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ       


