
スタートリスト
予選男子　 200m　個人メドレー№88 7組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
兵  庫 コナミ西宮      小40 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       大石　　快      ｵｵｲｼ ｶｲ         
神奈川 コナミ林間      小41 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        伊勢　空翔      ｲｾ ﾀｶﾄ          
愛  知 コナミ豊田      小42 ｺﾅﾐﾄﾖﾀ         岡田　弘斗      ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ        
千  葉 コナミ五井      小53 ｺﾅﾐｺﾞｲ         鈴木　光瑠      ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ        
神奈川 イトマン港北    小54 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       濱田　京吾      ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ       

北海道 コナミ新札幌    小55 ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ        井口　大希      ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ       
東  京 東京ＳＣ        小46 ﾄｳｷｮｳSC        北澤　結海      ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ       
神奈川 神奈中ＳＳ      小47 ｶﾅﾁｭｳSS        大塚　　心      ｵｵﾂｶ ｼﾝ         
神奈川 イトマン港北    小48 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       高橋　朗生      ﾀｶﾊｼ ﾛｲ         
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 2 組
神奈川 イトマン港北    小60 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       佐藤　倫行      ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ        
東  京 金田ＳＣ        小61 ｶﾈﾀﾞSC         林　　　武      ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ         
埼  玉 ｽｳｨﾝ大宮西      小62 SWｵｵﾐﾔﾆｼ       浪江　勝太      ﾅﾐｴ ｼｮｳﾀ        
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中   小63 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       荻野倖太朗      ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ      
神奈川 ATSC.YW         中24 ATSC.YW        本多　　灯      ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ        
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       
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小66 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       齋藤健太郎      ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ      
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小67 ｾ･ｳﾗﾔｽ         北川　凜生      ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        
神奈川 イトマン港北    小68 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       小方　　颯      ｵｶﾞﾀ ｿｳ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ両国      小59 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ       川島　朝陽      ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        

 3 組
埼  玉 スウィン東光    中20 ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ       林　　太陽      ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ        
東  京 ドーム巣鴨      中11 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       阿曽慎之介      ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        
神奈川 東急ＳＣ        高12 ﾄｳｷｭｳSC        野村　理玖      ﾉﾑﾗ ﾘｸ          
東  京 日大豊山        高13 ﾌﾞｻﾞﾝ          長瀬　勇太      ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ        
埼  玉 ｽｳｨﾝ春日部      高34 SWｶｽｶﾍﾞ        島村　康佑      ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ       
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      

埼  玉 コナミ北浦和    中26 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 ＪＳＳ八王子    中27 JSSﾊﾁｵｳｼ       笹瀬　　輝      ｻｻｾ ﾋｶﾙ         
茨  城 守谷インター    中28 ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ        徳淵　　凜      ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ        
神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢     中19 SPﾎｳﾄｸKA       柳川　大樹      ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      

 4 組
神奈川 鎌倉ＳＳ        高30 ｶﾏｸﾗSS         若林　健太      ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ      

東  京 アクラブ稲城    高11 AQLUB IG       髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ        
埼  玉 スウィン埼玉    中32 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       石井　健聖      ｲｼｲ ｹﾝｾｲ        
埼  玉 さくらＳＣ      高33 ｻｸﾗSC          中村　大海      ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ         
東  京 トピレック      中34 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         早川　太陽      ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ       
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 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        高26 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ       名和　将大      ﾅﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ       
愛  知 名古屋高        高27 ﾅｺﾞﾔｺｳ         伊藤　晃平      ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        
東  京 日大豊山        高38 ﾌﾞｻﾞﾝ          高山　　凱      ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ        
福  島 福島成蹊        高39 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ       加藤　　樹      ｶﾄｳ ｲﾂｷ         

 5 組
埼  玉 県立浦和        高10 ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ        羽鳥　紘輝      ﾊﾄﾘ ｺｳｷ         
埼  玉 自衛隊          1 ｼﾞｴｲﾀｲ         沖本凜太郎      ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ      
学中部 中京大          大32 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       渡辺　巧樹      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ       
学九州 鹿屋体育大      大43 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       高橋航太郎      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      
神奈川 ヨコハマＳＣ    高24 ﾖｺﾊﾏSC         竹内　智哉      ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ        
学関東 明治大          大25 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ        
茨  城 茗水会          6 ﾒｲｽｲｶｲ         村川　　諒      ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ        

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          
学関東 中央大          大38 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       岩田　哲也      ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ         
神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢     中39 SPﾎｳﾄｸKA       鈴木遼一朗      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ    
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 6 組
東  京 東京ＳＣ        高20 ﾄｳｷｮｳSC        村田　　翔      ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ         
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高31 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       岡本　卓也      ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ        
愛  知 豊川高          高22 ﾄﾖｶﾜｺｳ         山口七海生      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ       
東  京 ＤＯＳＳ豊洲    中33 DOSSﾄﾖｽ        大武　誠之      ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ       
埼  玉 ＪＳＳ毛呂山    大34 JSSﾓﾛﾔﾏ        瀬戸　大也      ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ         

学関東 明治大          大25 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        市川　　尊      ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ        
学関東 日本大          大26 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         藤本　　凌      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ       
学中部 中京大          大27 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       村上　欣義      ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ       
学関東 中央大          大18 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       髙橋　一貴      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ       
東  京 東京ＳＣ        高19 ﾄｳｷｮｳSC        初谷　智輝      ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ       

 7 組
埼  玉 スウィン熊谷    高10 SWｸﾏｶﾞﾔ        石井　瑛章      ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ        
学関東 神奈川大        大11 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       久保田敏生      ｸﾎﾞﾀ ﾄｼｷ        
学関東 筑波大          大12 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        山田　泰也      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        
兵  庫 コナミ西宮      高23 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       溝畑　樹蘭      ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ     
東  京 ミキハウス      4 ﾐｷﾊｳｽ          藤森　太将      ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ      
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        
新  潟 ＮＳＰ          6 ｴﾇｴｽﾋﾟｰ        堤　　貴大      ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ        
学関東 順天堂大        大37 ｼﾞｭﾝﾃﾝ         石川　裕貴      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ        
学関東 国士舘大        大38 ｺｸｼｶﾝ          二宮　大地      ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ       
学関東 中央大          大49 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       金井　佑馬      ｶﾅｲ ﾕｳﾏ         


