
スタートリスト
予選男子　 400m　自由形№86 6組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1
2

兵  庫 コナミ東加古    中13 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ       山本　将矢      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ        
東  京 東京ＳＣ        高14 ﾄｳｷｮｳSC        髙野　大祐      ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ       

愛  知 ＢＩＧ東海      中25 BIGﾄｳｶｲ        木下　大和      ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ        
6
7
8
9

 2 組
0

千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ     中21 ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ        オウカンホン    ｵｳ ｶﾝﾎﾝ         
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中22 AQLUB HO       西田　大晟      ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ       
東  京 三菱養和ＳＳ    中33 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       澤田　夏樹      ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ        
東  京 江戸川ＳＳ      高34 ｴﾄﾞｶﾞﾜSS       市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ       
神奈川 ATSC.YW         中25 ATSC.YW        北島龍之介      ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ    
埼  玉 ひらはらＳＣ    中26 HIRAHARA       鈴木　優太      ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        
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       
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        

9

 3 組
三  重 尾鷲高          高20 ｵﾜｾｺｳｺｳ        山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ        
兵  庫 コナミ三田      中31 ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ       
京  都 コナミ伏見      高12 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         辰巳　海斗      ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ         
北海道 コナミ白石      高13 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ       
学関東 中央大          大24 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       池永　旬輝      ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ     
学関東 明治大          大15 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        内田　　航      ｳﾁﾀﾞ ｺｳ         

愛  知 名古屋高        高16 ﾅｺﾞﾔｺｳ         鶴田　宙也      ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ         
茨  城 タップ龍ヶ崎    中37 ﾀｯﾌﾟﾘｭｳ        小野吏久人      ｵﾉ ﾘｸﾄ          
愛  知 豊川高          高28 ﾄﾖｶﾜｺｳ         舩橋　拓人      ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ       
群  馬 前橋ＳＳ        高19 ﾏｴﾊﾞｼSS        高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        

 4 組
埼  玉 スウィン大教    高30 SWﾀﾞｲｷｮｳ       小島　稔生      ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ        

千  葉 コナミ五香      高31 ｺﾅﾐｺﾞｺｳ        金子　和樹      ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ        
学関東 早稲田大        大22 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        坂井　聖人      ｻｶｲ ﾏｻﾄ         
学関東 早稲田大        大33 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        八木　隼平      ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ     
学関東 早稲田大        大14 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        井上　奨真      ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ       
大  阪 イ ト マ ン     大35 ｲﾄﾏﾝ           竹田　渉瑚      ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ      
学関西 近畿大学        大16 ｷﾝｷﾀﾞｲ         小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ         
埼  玉 ベスト上尾      高37 ﾍﾞｽﾄｱｹﾞｵ       関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ         
東  京 三菱養和ＳＳ    高38 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       吉田　冬優      ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ         
学関東 国士舘大        大49 ｺｸｼｶﾝ          遠藤　太陽      ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ       

 5 組
愛  知 豊川高          高30 ﾄﾖｶﾜｺｳ         神近　洋佑      ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ       
愛  知 豊川高          高21 ﾄﾖｶﾜｺｳ         今北龍之介 ｲﾏｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ     
学関東 早稲田大        大22 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        阿久津直希      ｱｸﾂ ﾅｵｷ         
学関東 日本体育大      大33 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ         
学関東 中央大          大34 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       平野　　誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ         
学中部 中京大          大45 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       日髙　郁弥      ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ        
学中部 中京大          大16 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ         

東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ福生       高17 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ       尾崎　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ        
東  京 日大豊山        高28 ﾌﾞｻﾞﾝ          吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ        
埼  玉 自衛隊          9 ｼﾞｴｲﾀｲ         片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ        
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 6 組
学関東 日本大          大20 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         北之坊知樹      ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ      
埼  玉 ｽｳｨﾝ春日部      高31 SWｶｽｶﾍﾞ        松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ        
学関東 明治大          大32 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        三木　進平      ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ        
学関東 法政大          大23 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44 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       江原　騎士      ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ         

神奈川 NECGSC玉川    大45 NECGSC T       ﾑｰﾃﾞｨｰｹﾘｰ       ﾑｰﾃﾞｨｰ ｹﾘｰ      
神奈川 横浜サクラ      高36 ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ        大場　法隆      ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ       
茨  城 茗水会          7 ﾒｲｽｲｶｲ         西山賢太郎      ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ      
学関東 明治大          大38 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        鷲尾　春紀      ﾜｼｵ ﾊﾙｷ         
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        


