
スタートリスト
予選男子　 200m　背泳ぎ№78 5組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢     中11 SPﾎｳﾄｸKA       柳川　大樹      ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      
兵  庫 コナミ西宮      高12 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       金本　祐伎      ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ        
新  潟 ダッシュ新潟    中23 Dﾆｲｶﾞﾀ         早坂　　亮      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ        
愛  知 名古屋高        高24 ﾅｺﾞﾔｺｳ         芝　　洸太      ｼﾊﾞ ｺｳﾀ         

神奈川 アクラブ藤沢    中25 AQLUB FJ       松山　元哉      ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ        
埼  玉 スウィン大宮    中36 SWｵｵﾐﾔ         伊藤　海成      ｲﾄｳ ｶｲｾｲ        
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋    高27 ｾ･ｶﾐｲｹ         石原　　快      ｲｼﾊﾗ ｶｲ         
東  京 東京ＳＣ        中28 ﾄｳｷｮｳSC        仙北谷　輝      ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ       
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 2 組
東  京 ドーム巣鴨      中10 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       阿曽慎之介      ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        
東  京 ＪＳＳ八王子    高21 JSSﾊﾁｵｳｼ       神賀　　聖      ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ        
東  京 三菱養和ＳＳ    中32 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       遠藤　柊斗      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ      
東  京 ＪＳＳ八王子    高33 JSSﾊﾁｵｳｼ       兼子雄太郎      ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ       
兵  庫 コナミ西宮      高24 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       野々口慎也      ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ       
東  京 コナミ西葛西    高15 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       竹鼻　幹太      ﾀｹﾊﾅ ｶﾝﾀ        
埼  玉 スウィン大教    高26 SWﾀﾞｲｷｮｳ       増田　　亮      ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ        
埼  玉 武南            高37 ﾌﾞﾅﾝ           川端　宏昌      ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ      
学関東 国士舘大        大38 ｺｸｼｶﾝ          守永　　隆      ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ       
東  京 南光ＳＳ        高39 ﾅﾝｺｳSS         重見　和秀      ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ     

 3 組
学関東 日本大          大20 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         木坂　　楓      ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ        
愛  知 豊川高          高21 ﾄﾖｶﾜｺｳ         山本　遥斗      ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ        
愛  知 豊川高          高12 ﾄﾖｶﾜｺｳ         神近　一成      ｶﾐﾁｶ ｶｽﾞﾅﾘ      
学関東 法政大          大13 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        津村　航平      ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ        
東  京 ﾐｽﾞﾉ            4 ﾐｽﾞﾉ           白井　裕樹      ｼﾗｲ ﾕｳｷ         
学関東 明治大          大25 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        川島　龍一      ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ      

神奈川 富士通          6 FUJITSU        深山　元聡      ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ        
埼  玉 コナミ北浦和    高27 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       丸山　優稀      ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ        
学関東 筑波大          大18 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        奥山　寛也      ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ        
神奈川 コナミ林間      中39 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        吉田　陽人      ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ        

 4 組
東  京 日大豊山        高20 ﾌﾞｻﾞﾝ          田中瑛之介      ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ       

愛  知 名古屋高        高21 ﾅｺﾞﾔｺｳ         伊藤　晃平      ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   高32 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       齋藤　　樹      ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ        
学関東 東洋大          大23 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        小鶴　陸人      ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ        
学中部 中京大          大44 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       江戸　勇馬      ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ         
学関東 拓殖大          大35 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ       高島　　陽      ﾀｶｼﾏ ﾖｳ         
埼  玉 自衛隊          6 ｼﾞｴｲﾀｲ         山崎　貴大      ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ      
東  京 太陽教育ＳＣ    大17 T･K･S･C        堀田　恵路      ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ        
学関東 明治大          大28 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        黒澤　拓海      ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾐ        
長  野 長野ＤＳＳ      高19 ﾅｶﾞﾉDSS        石坂　岳斗      ｲｼｻﾞｶ ﾔﾏﾄ       

 5 組
学関東 明治大          大20 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        磯野　洋樹      ｲｿﾉ ﾋﾛｷ         
愛  知 コナミ杁中      高11 ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ        宮坂　将也      ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ        
学関西 同志社大学      大32 ﾄﾞｳｼｼｬ         西村　駿弥      ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ       
学関東 早稲田大        大33 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        安田　純輝      ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ      
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       
東  京 YURAS           5 YURAS          金子　雅紀      ｶﾈｺ ﾏｻｷ         
東  京 金町ＳＣ        高16 ｶﾅﾏﾁSC         山本虎之介      ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ      

学関東 日本大          大37 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         中川　弘之      ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ      
埼  玉 自衛隊          8 ｼﾞｴｲﾀｲ         橋爪　久司      ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ       
神奈川 アクラブ藤沢    高19 AQLUB FJ       高橋　海輝      ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ        


