
スタートリスト
予選男子　 100m　バタフライ№14 8組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

千  葉 コナミ五井      小51 ｺﾅﾐｺﾞｲ         鈴木　光瑠      ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ        
神奈川 ヨコハマＳＣ    小52 ﾖｺﾊﾏSC         栗原　健太      ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ        
神奈川 イトマン港北    小63 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       小方　　颯      ｵｶﾞﾀ ｿｳ         
東  京 ＤＯＳＳ豊洲    小64 DOSSﾄﾖｽ        澤田　一馬      ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ       

東  京 ＪＳＳ八王子    小65 JSSﾊﾁｵｳｼ       梅木　　怜      ｳﾒｷ ﾚﾝ          
千  葉 ＢＩＧ木更津    小66 BIGｷｻﾗﾂﾞ       多田　光成      ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ        
神奈川 イトマン港北    小57 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       濱田　京吾      ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ       
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 2 組
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小60 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       齋藤健太郎      ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ      
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小61 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       平岩　佑陸      ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       中12 ｾ･ｳﾗﾔｽ         井上　　海      ｲﾉｳｴ ｶｲ         
東  京 三菱養和ＳＳ    中23 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       尼ヶ崎羽龍      ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ     
東  京 コナミ一橋      中24 ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ       長谷川紀親      ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ      
東  京 コナミ西葛西    中25 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       清水　真央      ｼﾐｽﾞ ﾏｵ         
東  京 日大豊山中学    中16 ﾌﾞｻﾞﾝ          瀬良　紘太      ｾﾗ ｺｳﾀ          
千  葉 イトマン千葉    中17 ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ        新井　章太      ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小68 ｾ･ｳﾗﾔｽ         北川　凜生      ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       中19 ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       寺尾康太郎      ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ       

 3 組
埼  玉 スウィン鷲宮    中20 SWﾜｼﾐﾔ         酒井　　静      ｻｶｲ ｼｽﾞｶ        
東  京 協栄ＭＤ町田    中21 KYOEI-M        伊藤　陽哉      ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ         
神奈川 ATSC.YW         中32 ATSC.YW        石原諒太郎      ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ     
神奈川 鎌倉ＳＳ        高23 ｶﾏｸﾗSS         小柳　暁海      ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷｳﾐ      
東  京 トピレック      中34 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         佐々木　信      ｻｻｷ ﾏｺﾄ         
神奈川 横浜サクラ      高25 ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ        居相　良介      ｲｱｲ ﾘｮｳｽｹ       

千  葉 君津MSC         高16 ｷﾐﾂMSC         平野　裕汰      ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ         
静  岡 飛龍高校        高17 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ       林　　正人      ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ         
大  阪 ＫＴＶ豊中      中28 KTVﾄﾖﾅｶ        斉藤　堅生      ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ       
神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI        中29 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI       増田　士竜      ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ       

 4 組
愛  知 豊川高          高10 ﾄﾖｶﾜｺｳ         洲鎌　匠人      ｽｶﾞﾏ ﾀｸﾄ        

和歌山 和歌山北高校    高31 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ       土井　脩矢      ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ        
埼  玉 コナミ北浦和    中32 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       山本　雄太      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ        
長  野 穂高ＳＣ        高33 HotakaSC       帯川　大輔      ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ     
愛  知 豊川高          高14 ﾄﾖｶﾜｺｳ         舘　　翔汰      ﾀﾃ ｼｮｳﾀ         
埼  玉 コナミ北浦和    中35 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       石橋　怜悟      ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ      
神奈川 鎌倉ＳＳ        高36 ｶﾏｸﾗSS         若林　健太      ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ      
京  都 コナミ八幡      中37 ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         團　　頌太      ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ        
茨  城 守谷インター    高18 ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ        渡沼　悠我      ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ       
東  京 コナミ西葛西    高39 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       酒巻　龍志      ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ      

 5 組
東  京 ＪＳＳ八王子    高30 JSSﾊﾁｵｳｼ       石川　雄大      ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ      
愛  知 パル西尾        中31 ﾊﾟﾙﾆｼｵ         石川愼之助      ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ      
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高22 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       門脇　　翔      ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ       
東  京 東京ドーム      高33 T.ﾄﾞｰﾑ         三枝　寛治      ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ      
愛  知 豊川高          高34 ﾄﾖｶﾜｺｳ         徳本　　隼      ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ        
愛  知 豊川高          高35 ﾄﾖｶﾜｺｳ         伊藤　大智      ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ        
茨  城 Ａ・セレーナ    高26 ｱｯｸｱｾﾚｰﾅ       大塚　俊貴      ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ        

学関東 中央大          大37 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       田上　勇気      ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ        
神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘   高28 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       伊藤　一樹      ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ        
鹿児島 Nb              高39 aaNb           中園　優作      ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ      
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 6 組
新  潟 ダッシュ新潟    大40 Dﾆｲｶﾞﾀ         大坂　将史      ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ       
神奈川 NECGSC玉川    1 NECGSC T       加藤　寛樹      ｶﾄｳ ﾋﾛｷ         
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   2 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       高安　　亮      ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ        
学中部 中京大          大33 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       宮本　健史      ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ       
学中部 中京大          大44 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       岸　　一也      ｷｼ ｶｽﾞﾔ         

学関東 順天堂大        大45 ｼﾞｭﾝﾃﾝ         浜谷　憲周      ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ       
学関東 山梨学院大      大36 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       小野川　旭      ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ       
新  潟 ＮＳＰ          7 ｴﾇｴｽﾋﾟｰ        河本　耕平      ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ       
東  京 日大豊山        高38 ﾌﾞｻﾞﾝ          池江　毅隼      ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ        
東  京 アクラブ調布    高19 AQLUB CH       本間　尚輝      ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ         

 7 組
学関東 日本大          大20 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         武田　一斗      ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ       
埼  玉 自衛隊          1 ｼﾞｴｲﾀｲ         原田　蘭丸      ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ       
神奈川 富士通          2 FUJITSU        深谷　　皇      ﾌｶﾔ ｺｳ          
学関東 東洋大          大23 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        三好　悠介      ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ        
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   4 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       藤井　拓郎      ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ       
学中部 中京大          大25 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       和田　有真      ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ         
学関東 早稲田大        大26 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        坂井　聖人      ｻｶｲ ﾏｻﾄ         
兵  庫 ナイスＳＰ      高27 ﾅｲｽSP          幌村　　尚      ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ         
学関東 青山学院大      大18 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ       片山　瑞貴      ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ       
宮  城 東北学院        高39 ｶﾞｸｲﾝ          猪狩　雄哉      ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ        

 8 組
福  島 SW大教いわき   高30 SWｲﾜｷ          寺田　拓未      ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ        
三  重 大紀ＳＣ        高11 ﾀｲｷSC          阪本　祐也      ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ        
学関東 日本大          大22 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         安江　貴哉      ﾔｽｴ ﾀｶﾔ         
学関東 中央大          大13 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       髙橋　一貴      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ       
学中部 中京大          大34 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       川本　武史      ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ        
学関東 慶應義塾大      大45 ｹｲｵｳﾀﾞｲ        梅本　雅之      ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ       

学関東 日本大          大26 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         浮島　直登      ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ        
学関東 筑波大          大37 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        浦　瑠一朗      ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ      
埼  玉 自衛隊          8 ｼﾞｴｲﾀｲ         井田　憲吾      ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ        
埼  玉 スウィン大宮    高29 SWｵｵﾐﾔ         赤羽根康太      ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ        


