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日本記録    48.49

大会記録    50.26

氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組 稲垣　広貴 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｷ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ

北野　遼祐 ｷﾀﾉ ﾘｮｳｽｹ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
宮司　祥巨 ﾐﾔｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
中路　尋貴 ﾅｶｼﾞ ﾋﾛｷ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
北薗　広樹 ｷﾀｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
森島　大詞 ﾓﾘｼﾏ ﾀｲｼ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
野田　　巧 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
川村　知裕 ｶﾜﾑﾗ ﾁﾋﾛ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
中武　英軌 ﾅｶﾀｹ ﾋﾃﾞｷ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
宮城　隆太 ﾐﾔｷﾞ ﾘｭｳﾀ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ

2組 乙川正太郎 ｵﾄｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
和久　拓也 ﾜｸ ﾀｸﾔ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
円田　康寛 ｴﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
久保　裕作 ｸﾎﾞ ﾕｳｻｸ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
東條　文和 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾌﾐｶｽﾞ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
小椋　優作 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｻｸ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
中島　隼輔 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
大岡　芳成 ｵｵｵｶ ｶﾅﾙ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
齋藤　直斗 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
森　　翔汰 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ

3組 大西　晃司 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
北村　岳斗 ｷﾀﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
地引　　徹 ｼﾞﾋﾞｷ ﾄｵﾙ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
永江　純一 ﾅｶﾞｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
江花　達也 ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
三瓶　雄司 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ

4組 坂本　周平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
安慶名　悠 ｱｹﾞﾅ ﾋﾛｼ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
松本　　拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
今井翔太郎 ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
山元　恵二 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
森本　哲史 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ

5組 阿保　貴大 ｱﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
宮原　悠磨 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾏ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
半澤　　啓 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｷﾗ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
南　　佳樹 ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
山脇　知樹 ﾔﾏﾜｷ ﾄﾓｷ 都留文科大 ﾂﾙﾌﾞﾝｶ
黒岩　優太 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾀ 下関市立大 ｼﾓﾉｾｷｼﾀﾞ
有田　祥馬 ｱﾘﾀ ｼｮｳﾏ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
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9 学中国 582 大4

10 学関東 60 大4

7 学中部 272 大3

8 学関東 179 大1

5 学中国 487 大4

6 学関西 397 大2

3 学北部 754 大6

4 学関西 300 大1

1 学北部 814 大2

2 学関東 166 大2

9 学中部 249 大1

10 学関西 293 大4

7 学関東 149 大4

8 学中国 520 大2

5 学関西 401 大1

6 学九州 691 大4

3 学関西 345 大2

4 学九州 707 大1

1 学関西 320 大3

2 学九州 732 大3

9 学関東 102 大2

10 学関東 106 大1

7 学中部 199 大1

8 学中部 213 大3

5 学関東 64 大4

6 学関西 323 大1

3 学中国 453 大3

4 学中部 246 大3

1 学関東 104 大2

2 学関西 400 大2

9 学中国 570 大2

10 学中国 456 大3

7 学関西 368 大2

8 学関東 43 大4

5 学中国 514 大2

6 学中部 190 大4

3 学関西 326 大1

4 学中国 486 大4

1 学中国 460 大1

2 学関東 123 大4

9 学関東 71 大2

10 学九州 731 大4

7 学中国 524 大2

8 学関東 34 大4

5 学中国 565 大3

6 学関西 359 大3

3 学関東 125 大3

4 学関西 364 大2

1 学関東 122 大3

2 学関東 40 大1

スタートリスト

競技番号：38　男子　 100m　自由形　予選

水路 加　盟 選手番号 学年
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
6組 杉本　伊織 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ

柳　　礼央 ﾔﾅｷﾞ ﾚｵ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
豊田　雅人 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾄ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
窪田　平佑 ｸﾎﾞﾀ ﾍｲｽｹ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
濱島　大輝 ﾊﾏｼﾏ ﾀﾞｲｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
小柳　良樹 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
井幡　雅文 ｲﾊﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ

Page: 2/2 Printing:Thu Aug 08 09:58:45 JST 2013

9 学中部 215 大2

10 学中部 270 大3

7 学関西 292 大4

8 学関東 138 大4

5 学中国 497 大1

6 学九州 705 大1

3 学関東 27 大4

4 学北部 769 大2

1 学九州 596 大1

2 学関東 29 大3

スタートリスト

競技番号：38　男子　 100m　自由形　予選

水路 加　盟 選手番号 学年


