
第80回日本学生選手権水泳競技大会                  
                                                  
相模原市立総合水泳場                              

発生新記録一覧

組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.  10 男子  100m 平泳ぎ 予選
 8/ 4 学関東 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 日本体育大 大4  1:01.00 大会新

競技No.  18 女子  400m 自由形 決勝
 1/ 4 学九州 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 鹿屋体育大 大4  4:11.56 大会新

競技No.  26 女子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 5 学関東 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 日本体育大 大4  2:10.30 大会新
 1/ 4 学関東 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 日本大 大2  2:11.07 大会新

競技No.  28 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大2  1:59.02 大会新

競技No.  32 男子  100m 平泳ぎ 決勝
 1/ 4 学関東 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 日本体育大 大4  1:00.32 大会新
 1/ 5 学関東 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 中央大 大3  1:01.23 大会新

競技No.  33 女子  200m リレー 決勝
 1/ 3 学関東 早稲田大 (中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大2)    26.25  1:44.22 日本新

大会新

競技No.  34 男子  400m リレー 決勝
 1/ 4 学関東 中央大 (平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大1)    50.34 大会新  3:23.61
 1/ 3 学関東 日本大 (粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 大3)    50.39 大会新  3:23.87

競技No.  56 男子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 2 学関東 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ 日本大 大3  2:01.11 大会新

競技No.  57 女子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 5 学関東 早稲田大 (真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大3)  1:03.29  4:10.20 大会新

競技No.  58 男子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 5 学関東 中央大 (細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4)    54.93 大会新  3:39.77 大会新
 1/ 2 学関東 日本大 (松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大2)    54.76 大会新  3:44.05

競技No.  69 女子  800m 自由形 決勝
 1/ 4 学九州 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 鹿屋体育大 大4  8:34.70 大会新

競技No.  72 女子  400m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 学関東 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 拓殖大 大3  4:45.85 大会新

競技No.  78 男子  100m 自由形 決勝
 1/ 5 学関東 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中央大 大4    50.13 日本新

大会新
 1/ 4 学関西 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 近畿大 大3    50.52 大会新
 1/ 6 学関東 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 早稲田大 大4    50.63 大会ﾀｲ
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競技No.  80 女子  100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 5 学関東 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 日本体育大 大4  1:00.97 大会新

競技No.  82 男子  100m 背泳ぎ 決勝
 1/ 3 学関東 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 大2    54.32 大会新

競技No.  86 男子  200m 平泳ぎ 決勝
 1/ 3 学関東 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 日本体育大 大4  2:10.63 大会新

競技No.  87 女子  400m リレー 決勝
 1/ 2 学関東 早稲田大 (三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大3) 大学    57.86  3:49.32 大会新

競技No.  88 男子  800m リレー 決勝
 1/ 3 学中部 中京大 (松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大2)  1:49.71 大会新  7:31.97
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