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水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

千  葉 ＥＡＳＴ        小51 EAST           町山　哲太      ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ        

神奈川 神奈中ＳＳ      小32 ｶﾅﾁｭｳSS        中野　輝音      ﾅｶﾉ ｷﾗ          
京  都 コナミ八幡      小33 ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         古賀紳太郎      ｺｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ       
北海道 コナミ白石      小44 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        黒田　一瑳      ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ       
千  葉 ＣＡＣＳＳ      小45 CACSS          尾崎　太紀      ｵｻﾞｷ ﾀｲｷ        
東  京 セ・ときわ台    小36 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       島田　蒼大      ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小37 AQLUB HO       水町　騎士      ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ       

学中部 新潟医福大      大48 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ       桑山　　健      ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ         
9

 2 組
東  京 太陽教育ＳＣ    小40 TKSC           山崎　太雅      ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ      
京  都 コナミ八幡      小41 ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         竹田　翔真      ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ       
東  京 金町ＳＣ        小42 ｶﾅﾏﾁSC         吉村　朱翔      ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        

東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ福生       小43 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ       西野　平能      ﾆｼﾉ ｻﾈﾉﾘ        
東  京 ＳＡＴ雪ヶ谷    小54 SATﾕｷｶﾞﾔ       石田幸之輔      ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ      
東  京 ＭＹＳ花畑      小45 MYSﾊﾅﾊﾀ        長島　彰吾      ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ     
埼  玉 コナミ北浦和    小36 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       小川　翔慎      ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ       
兵  庫 コナミ西宮      小47 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       前川　大和      ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小48 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       渡辺　大輝      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ       

東  京 三菱養和ＳＳ    小49 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       宮坂　洸慶      ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾁｶ       

 3 組
神奈川 神奈中ＳＳ      小40 ｶﾅﾁｭｳSS        齋藤　　龍      ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ        
神奈川 ヨコハマＳＣ    小51 ﾖｺﾊﾏSC         千葉　稜生      ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ       
神奈川 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       小52 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ       阿部　力樹      ｱﾍﾞ ﾘｷ          

神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小53 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       大川　生流      ｵｵｶﾜ ﾊﾙ         
神奈川 神奈中ＳＳ      小64 ｶﾅﾁｭｳSS        大塚　　心      ｵｵﾂｶ ｼﾝ         
兵  庫 コナミ西宮      小65 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       大石　　快      ｵｵｲｼ ｶｲ         
静  岡 RSCｴﾑﾃｯｸ        小66 RSCｴﾑﾃｯｸ       中西　春稀      ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｷ        
東  京 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       小67 ﾒｶﾞﾛｽｶﾂｼ       堀本聖一郎      ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ     
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小58 AQLUB HO       水町龍太郎      ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ    

東  京 ｲﾄﾏﾝ富士見台    小49 ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ       大岩真海羽      ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ        

 4 組
東  京 ＳＡＴ雪ヶ谷    小60 SATﾕｷｶﾞﾔ       高尾　彬理      ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         
茨  城 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島  中11 Wﾒｲﾂｶｼﾏ        久米　蒼真      ｸﾒ ｱｵﾏ          
東  京 東京ＳＣ        中22 ﾄｳｷｮｳSC        村田　　昴      ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ        
熊  本 ベスト熊本      小63 ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ       仲光　陸遥      ﾅｶﾐﾂ ﾘｮｳ        

東  京 東京ＳＣ        中24 ﾄｳｷｮｳSC        大竹　紘暉      ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ        
神奈川 ヨコハマＳＣ    中15 ﾖｺﾊﾏSC         栗原　健太      ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      中16 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       飯田　光達      ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ       
神奈川 イトマン港北    中17 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       濱田　京吾      ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ       
千  葉 ＢＩＧ木更津    中18 BIGｷｻﾗﾂﾞ       名取　優輝      ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ         
愛  知 コナミ豊田      小69 ｺﾅﾐﾄﾖﾀ         岡田　弘斗      ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ        

 5 組
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ両国       中10 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ       中村　麻那      ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ         
東  京 三菱養和ＳＳ    中21 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       関根　拓人      ｾｷﾈ ﾀｸﾄ         
兵  庫 コナミ西宮      中22 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       重塚　　笙      ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ       
神奈川 イトマン港北    中23 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       佐藤　倫行      ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ        

神奈川 協栄MD座間      中24 KYOEI-Z        佐々木鴻太      ｻｻｷ ｺｳﾀ         
東  京 ｼﾞｪｲｴｽﾋﾞｨ       中25 JSB            山口将太郎      ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ    
東  京 日大豊山中学    中26 ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ       北川　凜生      ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        
神奈川 田園SS          中17 DEN-EN         上川畑　英      ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ      
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ両国       中18 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ       川島　朝陽      ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        
東  京 三菱養和ＳＳ    中19 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       山口　遼大      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ      



スタートリスト
予選男子　 200m　個人メドレー№88 10組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 6 組
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中20 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       平野　翔一      ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ       
神奈川 イトマン港北    中21 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       小方　　颯      ｵｶﾞﾀ ｿｳ         

大  分 ＸＹＺ別府      高12 ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ       田中　大寛      ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ        
東  京 東京ＳＣ        高33 ﾄｳｷｮｳSC        髙野　大祐      ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ       
千  葉 鋸南SC          高24 ｷｮﾅﾝSC         佐藤　　颯      ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ         
東  京 日大豊山        高35 ﾌﾞｻﾞﾝ          長瀬　勇太      ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ        
鹿児島 メルヘン鹿屋    中26 ﾒﾙﾍﾝｶﾉﾔ        西小野皓大      ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ      
埼  玉 スウィン大宮    高17 SWｵｵﾐﾔ         伊藤信太朗      ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ       

兵  庫 ＪＳＳ北神戸    中28 JSSｷﾀｺｳﾍ       大平　理登      ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ        
兵  庫 ﾙﾈｻﾝｽ姫路       中29 ﾙ･ﾋﾒｼﾞ         北村　峻聖      ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ      

 7 組
埼  玉 スウィン埼玉    高20 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       石井　健聖      ｲｼｲ ｹﾝｾｲ        
大  阪 ＮＡＣＬ        高11 NACL           田丸　敬也      ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ         
学関東 立教大          大22 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ       髙山　　凱      ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ        

滋  賀 イトマン堅田    高13 ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        河田　結人      ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ         
東  京 日大豊山        高14 ﾌﾞｻﾞﾝ          中田優一郎      ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     
千  葉 ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      大15 JACﾁﾊﾞ         古川　喜将      ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾏｻ       
東  京 東京ＳＣ        大16 ﾄｳｷｮｳSC        村田　　翔      ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ         
東  京 トピレック      高27 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         早川　太陽      ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ       
埼  玉 スウィン東光    高18 ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ       林　　太陽      ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ        

東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高29 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       武井凜太郎 ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ       

 8 組
学関東 東洋大          大20 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        若林　健太      ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ      
神奈川 ATSC.YW         中31 ATSC.YW        讃岐　徳弘      ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ        
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         

学関東 日本大          大13 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         伊藤　晃平      ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        
神奈川 カワサキＳＣ    高34 ｶﾜｻｷSC         山田　憲秀      ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ      
東  京 東京ドーム      中35 T.ﾄﾞｰﾑ         阿曽慎之介      ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ        
東  京 コナミ西葛西    高36 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       斉藤　純也      ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ      
学関東 日本体育大      大17 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        山口七海生      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ       
東  京 東京ＳＣ        高38 ﾄｳｷｮｳSC        初谷　智輝      ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ       

神奈川 富士通          9 FUJITSU        金井　佑馬      ｶﾅｲ ﾕｳﾏ         

 9 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        
学関東 山梨学院大      大31 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       西山　雄介      ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ       
学関東 筑波大          大32 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        山田　泰也      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        
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         大34 ATSC.YW        平岩　賢人      ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ        
学関東 中央大          大25 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ       岡本　卓也      ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ        
東  京 ＤＯＳＳ豊洲    高26 DOSSﾄﾖｽ        大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ       
東  京 太陽教育ＳＣ    大37 TKSC           堀田　恵路      ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ        
学関東 法政大          大38 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29 ｲﾄｳｺｳｺｳ        松本　周也      ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ       

 10 組
学関東 明治大          大20 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        千代　真道      ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ        
神奈川 林水泳教室      大41 ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ       齊藤　　凌      ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ        
埼  玉 自衛隊          2 ｼﾞｴｲﾀｲ         高橋航太郎      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      
東  京 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ        3 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ       萩野　公介      ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ       

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      
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      
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ        大16 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       溝畑　樹蘭      ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ     
東  京 ANA             7 ANA            瀬戸　大也      ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ         
学関東 明治大          大18 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ        本庄　智貴      ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ      
学関東 日本大          大19 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ         斉藤　孝佳      ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ       


