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日本記録    22.02

大会記録    23.13

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

髙橋　永幸 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾕｷ 岩手大 ｲﾜﾃﾀﾞｲ
古谷壮一朗 ﾌﾙﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞﾝ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
西川　将吾 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ

2組 野田　　巧 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
村居　呂一 ﾑﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
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
五十鈴川駿 ｲｽｽﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
川村　知裕 ｶﾜﾑﾗ ﾁﾋﾛ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
桜木　優帆 ｻｸﾗｷﾞ ﾕｳﾎ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
渡辺　　基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
森島　勇次 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｼﾞ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
田中　優光 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐﾂ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ

3組 佐藤　亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
村山　亮太 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
鈴木　竜太 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 一橋大 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ
中村　和樹 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ
野口　裕生 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
飯田　誉之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 山梨大 ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ
祝　　孔明 ｲﾜｲ ｺｳﾒｲ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
北畠　俊輔 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 宮崎大 ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ
塩原　滉平 ｼｵﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ

4組 小松　正典 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
坂本　　豪 ｻｶﾓﾄ ｺﾞｳ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
石原　聡仁 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
奥野　弘稀 ｵｸﾉ ｺｳｷ 電気通信大 ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞ
松本　拓巳 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
引木　啓太 ﾋｷｷﾞ ｹｲﾀ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
里見　　順 ｻﾄﾐ ｼﾞｭﾝ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
中武　英軌 ﾅｶﾀｹ ﾋﾃﾞｷ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
森島　大詞 ﾓﾘｼﾏ ﾀｲｼ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
八杉　　奨 ﾔｽｷﾞ ｼｮｳ 岡山県立大 ｵｶﾔﾏｹﾝﾘﾂ

5組 山林　　航 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 海上保安大 ｶｲﾎﾀﾞｲ
渡部　晃弘 ﾜﾀﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
森寺　晃平 ﾓﾘﾃﾞﾗ ｺｳﾍｲ 鈴鹿工業高専 ｽｽﾞｶｺｳｾﾝ
原田　大資 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ
上名主　隆 ｶﾝﾐｮｳｽﾞ ﾀｶｼ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
井野山修平 ｲﾉﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 信州大 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ
和久　拓也 ﾜｸ ﾀｸﾔ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
岩田　直也 ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ
横川　　淳 ﾖｺｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
岡本　大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
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9 学中国 547 大2

10 学関西 361 大1

7 学関東 123 大4

8 学関西 377 大1

5 学九州 612 大4

6 学中部 260 大2

3 学中部 289 大1

4 学関東 88 大2

1 学中国 560 大1

2 学中部 186 大2

9 学関西 359 大3

10 学中国 581 大3

7 学関東 17 大3

8 学関東 71 大2

5 学九州 615 大2

6 学九州 668 大2

3 学関東 59 大4

4 学関東 15 大2

1 学九州 592 大2

2 学関東 162 大3

9 学九州 675 大4

10 学北部 775 大3

7 学関東 171 大3

8 学九州 633 大1

5 学関東 89 大3

6 学中国 546 大2

3 学九州 626 大2

4 学関東 93 大4

1 学北部 773 大3

2 学九州 637 大1

9 学関東 164 大2

10 学九州 651 大3

7 学関東 44 大4

8 学関東 142 大3

5 学北部 776 大2

6 学関東 34 大4

3 学関東 122 大3

4 学関東 40 大1

1 学中国 524 大2

2 学関東 146 大2

9

10

7 学関西 396 大3

8

5 学九州 655 大2

6 学北部 765 大2

3

4 学北部 803 大1

1

2
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競技番号：8　男子　  50m　自由形　予選
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日本記録    22.02

大会記録    23.13

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 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ

坂本　周平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
鈴木　勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 富山大 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞ
杠　　拓哉 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾀｸﾔ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
江藤　　啓 ｴﾄｳ ｹｲ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
岡　　賢一 ｵｶ ｹﾝｲﾁ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
中路　尋貴 ﾅｶｼﾞ ﾋﾛｷ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
鶴巻　　光 ﾂﾙﾏｷ ﾋｶﾙ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
小宗　　真 ｺﾑﾈ ﾏｺﾄ 京都教育大 ｷｮｳﾄｷｮｳｲ
齋藤　　巧 ｻｲﾄｳ ﾀｸ 宮崎大 ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ

7組 森　　翔汰 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
齋藤　武蔵 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 福島大 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ
高野　静月 ﾀｶﾉ ｼﾂﾞｷ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
久保　裕作 ｸﾎﾞ ﾕｳｻｸ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
清水　達太 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾋﾛ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
加藤　真大 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
黒岩　優太 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾀ 下関市立大 ｼﾓﾉｾｷｼﾀﾞ
宮本　知弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾔ 奈良教育大 ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ
河尻　義貴 ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｼﾀｶ 大阪府立大 ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ

8組 濱島　大輝 ﾊﾏｼﾏ ﾀﾞｲｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
有田　祥馬 ｱﾘﾀ ｼｮｳﾏ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
國光　立真 ｸﾆﾐﾂ ﾀﾂﾏ 信州大 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ
秋野　翔伍 ｱｷﾉ ｼｮｳｺﾞ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
山川　大輝 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｷ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
児玉　優太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
江花　達也 ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
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

9組 山田　祥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
杉山慎太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀県立大 ｼｶﾞｹﾝﾘﾂ
豊田　雅人 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾄ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
湯之原孝実 ﾕﾉﾊﾗ ﾀｶﾐ 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
赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
窪田　平佑 ｸﾎﾞﾀ ﾍｲｽｹ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
先浜　　朗 ｻｷﾊﾏ ｱｷﾗ 高知大 ｺｳﾁﾀﾞｲ
樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
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

10組 柳　　礼央 ﾔﾅｷﾞ ﾚｵ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
甲津　祐貴 ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
児玉　大樹 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
藤間　祐次 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
半澤　　啓 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｷﾗ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
森本　哲史 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
小柳　良樹 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｷ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
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
宮本　直弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 兵庫県立大 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘ
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9 学中国 514 大2

10 学関西 431 大3

7 学九州 701 大2

8 学中部 215 大2

5 学北部 754 大6

6 学関西 293 大4

3 学関東 1 大4

4 学中国 489 大3

1 学関東 29 大3

2 学関西 290 大4

9 学中部 272 大3

10 学九州 691 大4

7 学北部 769 大2

8 学中国 549 大3

5 学関西 401 大1

6 学中国 520 大2

3 学関東 27 大4

4 学九州 706 大1

1 学関西 323 大1

2 学関西 430 大3

9 学関東 102 大2

10 学九州 596 大1

7 学中部 213 大3

8 学関東 38 大2

5 学中部 199 大1

6 学中部 224 大3

3 学中部 259 大2

4 学中部 217 大1

1 学関東 138 大4

2 学関東 60 大4

9 学関西 412 大1

10 学関西 423 大2

7 学関西 327 大1

8 学中国 582 大4

5 学中部 184 大3

6 学関東 151 大2

3 学中国 544 大4

4 学中国 486 大4

1 学中国 456 大3

2 学北部 751 大2

9 学関西 409 大4

10 学九州 679 大2

7 学関西 364 大2

8 学関東 2 大3

5 学九州 606 大2

6 学中国 467 大4

3 学中部 256 大3

4 学九州 650 大4

1 学中国 453 大3

2 学関西 320 大3
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日本記録    22.02

大会記録    23.13

氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
11組 山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ

森　　孝暁 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
山元　恵二 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
箕本　圭太 ﾐﾓﾄ ｹｲﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
村川　　遼 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
三瓶　雄司 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
山脇　知樹 ﾔﾏﾜｷ ﾄﾓｷ 都留文科大 ﾂﾙﾌﾞﾝｶ
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9 学関西 292 大4

10 学関東 179 大1

7 学中国 500 大1

8 学関東 106 大1

5 学中国 438 大4

6 学中国 451 大4

3 学関西 389 大4

4 学関東 149 大4

1 学中部 249 大1

2 学中部 187 大2

スタートリスト

競技番号：8　男子　  50m　自由形　予選

水路 加　盟 選手番号 学年


