
スタートリスト
予選男子　 200m　背泳ぎ№78 6組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1

東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     中12 AQLUB HO       成嶋　義徳      ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ       
千  葉 ＢＩＧ木更津    中23 BIGｷｻﾗﾂﾞ       阿部　航大      ｱﾍﾞ ｺｳﾀ         
三  重 津田四日市      中34 ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ       上坂　侑輝      ｳｴｻｶ ﾕｳｷ        
千  葉 ＪＳＳ大原      中15 JSSｵｵﾊﾗ        養日　　聖      ﾖｳｶ ｻﾄｼ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ両国       中16 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ       中村　麻那      ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ         

7

8
9

 2 組
東  京 協栄ＭＤ町田    中30 KYOEI-M        臼井　礼人      ｳｽｲ ｱﾔﾄ         
神奈川 ｲﾄﾏﾝ永田台      中21 ｲﾄﾏﾝﾅｶﾞﾀ       千代　健太      ﾁﾖ ｹﾝﾀ          
東  京 ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       中22 JSB            林　　　武      ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ         

茨  城 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島  高13 Wﾒｲﾂｶｼﾏ        井田　真斗      ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ         
埼  玉 コナミ北浦和    中24 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       鎌田　純吾      ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ      
東  京 金田ＳＣ        中25 ｶﾈﾀﾞSC         川邉亮太朗      ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ     
東  京 日大豊山中学    中26 ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ       田中　雄貴      ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         
東  京 ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       中27 JSB            井原　秀介      ｲﾊﾗ ｼｭｳｽｹ       
静  岡 浜名湖ＳＳ      中28 ﾊﾏﾅｺSS         廣橋　諒人      ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ        

三  重 イトマン名張    中29 ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ       花山　秀義      ﾊﾅﾔﾏ ｼｭｳｷﾞ      

 3 組
東  京 藤村ＳＳ        高20 ﾌｼﾞﾑﾗSS        武蔵　　尚      ﾑｻｼ ｼｮｳ         
愛  知 豊橋ＳＳ        中21 ﾄﾖﾊｼSS         加藤　晃成      ｶﾄｳ ｺｳｾｲ        
神奈川 富士通          2 FUJITSU        高島　　陽      ﾀｶｼﾏ ﾖｳ         

学関東 筑波大          大33 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        秦　　俊陽      ﾊﾀ ﾄｼｱｷ         
学関東 法政大          大34 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        津村　航平      ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ        
学関東 日本大          大25 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         川端　宏昌      ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ      
学関東 筑波大          大36 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        奥山　寛也      ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ        
鹿児島 メルヘン鹿屋    中27 ﾒﾙﾍﾝｶﾉﾔ        西小野皓大      ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      
長  野 長野ＤＳＳ      高38 ﾅｶﾞﾉDSS        石坂　岳斗      ｲｼｻﾞｶ ﾔﾏﾄ       

東  京 ＤＯＳＳ豊洲    高29 DOSSﾄﾖｽ        大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ       

 4 組
埼  玉 スウィン鷲宮    高10 SWﾜｼﾐﾔ         松山　　陸      ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ         
埼  玉 スウィン大宮    大21 SWｵｵﾐﾔ         内藤　良太      ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ       
兵  庫 関西学院高      高12 ｶﾝｶﾞｸｺｳ        高　　大輔      ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ        
学関東 筑波大          大13 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        赤坂　健太      ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ        

神奈川 ヨコハマＳＣ    中34 ﾖｺﾊﾏSC         五味　智信      ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ       
学関東 中央大          大35 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       龍　　宏樹      ﾘｭｳ ﾋﾛｷ         
大  阪 イトマン近大    大26 ｲﾄﾏﾝｷﾝﾀﾞ       姫野　幹大      ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ        
神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢      中37 SPﾎｳﾄｸKA       柳川　大樹      ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      
学関東 早稲田大        大18 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        丸山　優稀      ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ        
学関東 日本大          大19 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         田中瑛之介      ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ       

 5 組
東  京 金田ＳＣ        高10 ｶﾈﾀﾞSC         米山　　毅      ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        
学関東 中央大          大21 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       兼子雄太郎      ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ       
大  阪 イトマン近大    大32 ｲﾄﾏﾝｷﾝﾀﾞ       常盤　忠靖      ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ      
東  京 コナミ西葛西    高33 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       竹鼻　幹太      ﾀｹﾊﾅ ｶﾝﾀ        

神奈川 SPﾎｳﾄｸ金沢      高24 SPﾎｳﾄｸKA       鈴木遼一朗      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ    
神奈川 アクラブ藤沢    高15 AQLUB FJ       松山　元哉      ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ        
東  京 三菱養和ＳＳ    高26 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       遠藤　柊斗      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ      
埼  玉 自衛隊          7 ｼﾞｴｲﾀｲ         山崎　貴大      ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ      
東  京 ＪＳＳ八王子    高18 JSSﾊﾁｵｳｼ       八田　勝優      ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        
学関東 明治大          大19 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        中西　　晟      ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ        
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 6 組
学関東 慶應義塾大      大30 ｹｲｵｳﾀﾞｲ        夏目　大志      ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ         
学関東 明治大          大21 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        重見　和秀      ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ     

東  京 ｲﾄﾏﾝﾄｳｼﾝ        2 ｲﾄﾏﾝﾄｳｼﾝ       金子　雅紀      ｶﾈｺ ﾏｻｷ         
学関東 東洋大          大13 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        山本　遥斗      ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ        
愛  知 八神製作所      4 ﾔｶﾞﾐ           江戸　勇馬      ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ         
学関東 日本体育大      大35 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        村上　鉄平      ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ      
東  京 ミキハウス      6 ﾐｷﾊｳｽ          藤森　丈晴      ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ      
学関東 中央大          大17 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       石山　諒一      ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ      

学関東 日本大          大38 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         岩崎　　慶      ｲﾜｻｷ ｹｲ         
神奈川 湘南工大附      高29 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ       眞野　秀成      ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ        


