
スタートリスト
タイム決勝男子　1500m　自由形№16 4組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

最終組は決勝時間に行う

 1 組
千  葉 ＢＩＧ木更津    中20 BIGｷｻﾗﾂﾞ       江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ         
東  京 日大豊山        高11 ﾌﾞｻﾞﾝ          日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ       
静  岡 グリーン高台    高12 ｸﾞﾘｰﾝT         湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ        
東  京 日大豊山        高13 ﾌﾞｻﾞﾝ          渡辺　汐音      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ       
学関東 中央大          大14 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       舩橋　拓人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ       
東  京 日大豊山        高15 ﾌﾞｻﾞﾝ          小久保拓真 ｺｸﾎﾞ ﾀｸﾏ        
千  葉 柏洋・江        高16 ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ       大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ       
兵  庫 コナミ西宮      高17 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ       
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中    高18 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       寺島　俊結 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ     
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中    中29 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ      

 2 組
東  京 ＤＯＳＳ豊洲    高20 DOSSﾄﾖｽ        大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ       
大  阪 ＪＳＳ八尾      中31 JSSﾔｵ          加藤　睦也 ｶﾄｳ ﾁｶﾔ         
埼  玉 自衛隊          2 ｼﾞｴｲﾀｲ         宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ       
学関東 東洋大          大13 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ        
学関東 日本大          大24 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         戸崎　　祐 ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ        
学関東 日本体育大      大35 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ      
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ福生       高36 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ       尾﨑　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ        
北海道 コナミ白石      高37 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ       
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高28 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       武井凜太郎 ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ       
学関東 日本体育大      大39 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        野中　大暉 ﾉﾅｶ ﾀｲｷ         

 3 組
学関東 明治大          大30 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ    
学関東 山梨学院大      大31 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       豊田　将大 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ       
大  阪 初芝ＳＳ        高22 ﾊﾂｼﾊﾞSS        秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ       
埼  玉 スウィン埼玉    大23 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ        
学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ        
学九州 鹿屋体育大      大35 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ       
栃  木 ビッグツリー    高26 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ       遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ       
学関東 日本体育大      大47 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ        
学関東 法政大          大28 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ       
茨  城 タップ龍ヶ崎    高29 ﾀｯﾌﾟﾘｭｳ        小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ          

 4 組
0

兵  庫 コナミ三田      高21 ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ       
東  京 ﾕｳｾﾝﾛｼﾞ         2 ﾕｳｾﾝﾛｼﾞ        平井　彬嗣 ﾋﾗｲ ｱﾔﾂｸﾞ       
東  京 ミズノ          3 ﾐｽﾞﾉ           山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ       
埼  玉 自衛隊          4 ｼﾞｴｲﾀｲ         江原　騎士      ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ         
東  京 アクラブ調布    大35 AQLUB CH       仲家　槙吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ        
東  京 O-ENCE          6 ｵｰｴﾝｽ          竹田　渉瑚      ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ      
学関東 日本大          大17 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ        
群  馬 前橋ＳＳ        高38 ﾏｴﾊﾞｼSS        高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        
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