
スタートリスト
予選男子　 400m　個人メドレー№8 5組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

千  葉 ＢＩＧ木更津    中11 BIGｷｻﾗﾂﾞ       名取　優輝      ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ         

京  都 コナミ伏見      中12 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         餅田凛太郎      ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ      
東  京 日大豊山中学    中23 ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ       北川　凜生      ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        
愛  知 コナミ蒲郡      中24 ｺﾅﾐｶﾞﾏ         杉浦　涼一      ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ     
東  京 ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       中25 JSB            林　　　武      ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ         
神奈川 田園SS          中16 DEN-EN         上川畑　英      ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ      
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      中17 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       飯田　光達      ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ       

茨  城 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島  中18 Wﾒｲﾂｶｼﾏ        久米　蒼真      ｸﾒ ｱｵﾏ          
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 2 組
兵  庫 ﾙﾈｻﾝｽ姫路       中20 ﾙ･ﾋﾒｼﾞ         北村　峻聖      ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ      
東  京 日大豊山        高21 ﾌﾞｻﾞﾝ          西口　大河      ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ      
東  京 日大豊山        高12 ﾌﾞｻﾞﾝ          中田優一郎      ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     

東  京 トピレック      高23 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         早川　太陽      ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ       
東  京 ＪＳＳ八王子    高34 JSSﾊﾁｵｳｼ       尾山　　武      ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ         
鹿児島 メルヘン鹿屋    中25 ﾒﾙﾍﾝｶﾉﾔ        西小野皓大      ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      
兵  庫 ＪＳＳ北神戸    中26 JSSｷﾀｺｳﾍ       大平　理登      ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ        
三  重 イトマン名張    中27 ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ       花山　秀義      ﾊﾅﾔﾏ ｼｭｳｷﾞ      
東  京 東京ＳＣ        高38 ﾄｳｷｮｳSC        髙野　大祐      ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ       

神奈川 イトマン港北    中29 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       佐藤　倫行      ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ        

 3 組
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高20 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       武井凜太郎 ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ       
東  京 東京ＳＣ        高31 ﾄｳｷｮｳSC        初谷　智輝      ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ       
学関東 日本体育大      大22 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        天田　雄大      ｱﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ      

学関東 筑波大          大33 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        山田　泰也      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        
学関東 明治大          大14 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        本庄　智貴      ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ      
学関東 法政大          大35 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        常深　皓貴      ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ        
静  岡 伊東高校        高26 ｲﾄｳｺｳｺｳ        松本　周也      ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ       
東  京 太陽教育ＳＣ    大37 TKSC           堀田　恵路      ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ        
学関東 東洋大          大38 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        森時　啓司      ﾓﾘﾄｷ ｹｲｼ        

東  京 三菱養和ＳＳ    高29 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       澤田　夏樹      ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ        

 4 組
学関東 日本体育大      大10 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        内山　拓海      ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ        
滋  賀 イトマン堅田    高11 ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        河田　結人      ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ         
学関東 日本体育大      大22 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        伊藤　海輝      ｲﾄｳ ｶｲｷ         
神奈川 ヨコハマＳＣ    高23 ﾖｺﾊﾏSC         五味　桂士      ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ        

神奈川 ATSC.YW         高14 ATSC.YW        本多　　灯      ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ        
学関東 山梨学院大      大35 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       西山　雄介      ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ       
東  京 東京ＳＣ        大16 ﾄｳｷｮｳSC        村田　　翔      ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ         
学関東 中央大          大27 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       岡本　卓也      ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ        
学関東 日本体育大      大18 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        山口七海生      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ       
学関東 中央大          大39 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       鵜池　海大      ｳｲｹ ｶｲﾀ         

 5 組
神奈川 ATSC.YW         高20 ATSC.YW        石原諒太郎      ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ     
神奈川 ATSC.YW         大31 ATSC.YW        平岩　賢人      ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ        
学関東 明治大          大22 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        千代　真道      ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ        
東  京 ANA             3 ANA            瀬戸　大也      ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ         

学中部 新潟医福大      大44 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ       桑山　　健      ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ         
東  京 ミキハウス      5 ﾐｷﾊｳｽ          藤森　丈晴      ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ      
学関東 日本体育大      大16 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        菊池　泰雅      ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ        
学関東 山梨学院大      大37 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       邑田　裕斗      ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ         
学関東 日本大          大18 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         伊藤　晃平      ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        
埼  玉 スウィン埼玉    高39 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       田中　理玖      ﾀﾅｶ ﾘｸ          


