
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                              

スタートリスト

競技No.  4 男子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  3:48.81
大会記録  3:52.27

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 246 渡辺　裕貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
2 623 後藤　晃弘 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾛ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
3 212 中村　亮祐 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
4 673 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
5 1127 有吉　雅敏 ｱﾘﾖｼ ﾏｻﾄｼ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
6 223 吉野　　聡 ﾖｼﾉ ｿｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
7 479 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8

2組
1 159 菊池　優紀 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
2 22 池田　直輝 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 806 木村　和弘 ｷﾑﾗｶｽﾞﾋﾛ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 425 藤野　哲平 ﾌｼﾞﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
5 1118 田中　宏治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
6 586 木島　　渉 ｷｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
7 573 青野　武士 ｱｵﾉ ﾀｹｼ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
8 569 松本　信吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1

3組
1 324 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 326 東　　晃司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
3 9 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
4 795 細川　創志 ﾎｿｶﾜ ｿｳｼ 高岡法科大 ﾀｶｵｶﾎｳｶﾀ 大1
5 652 宮田　憲一 ﾐﾔﾀ ｹﾝｲﾁ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
6 29 南谷　　輝 ﾐﾅﾀﾆ ﾋｶﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
7 801 冨貴　健進 ﾌｳｷﾄｼﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 986 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1

4組
1 927 山辺　寿崇 ﾔﾏﾍﾞ ﾄｼﾀｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
2 708 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
3 289 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
4 973 藤田　駿一 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
5 57 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 463 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾊﾙｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
7 1115 長光　大輔 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾀﾞｲｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
8 335 林　　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3

5組
1 302 和田　宏大 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
2 976 白井　智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大1
3 918 園田　直哉 ｿﾉﾀﾞ ﾅｵﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
4 129 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 80 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 723 高山　裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 936 谷岡　潤也 ﾀﾆｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
8 291 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
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6組
1 542 瀧下　康平 ﾀｷｼﾀ ｺｳﾍｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
2 712 小林　久志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
3 74 井上　　優 ｲﾉｳｴ ﾕｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 51 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
5 449 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 39 岩立　将史 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 418 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 436 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
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