
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.  6 男子    200m   バタフライ   予選   8組 日本記録  1:54.56
大会記録  1:55.88

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 490 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
3 822 小早川和俊 ｺﾊﾞﾔｶﾜｶｽﾞﾄｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 277 鈴木　慎平 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
5 880 松崎　剛志 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
6 351 吉田　博昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
7 1072 本間　義基 ﾎﾝﾏ ﾖｼｷ 松山大 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 大4
8

2組
1 527 菊池　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大1
2 937 茶木　将亘 ﾁｬｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
3 87 佐藤　正堂 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 616 遠藤　直斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
5 982 西田　尚樹 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
6 230 佐藤　圭吾 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
7 668 飯田　泰之 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
8 233 山中　貞治 ﾔﾏﾅｶ ｻﾀﾞﾊﾙ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4

3組
1 384 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀ 大1
2 385 鈴木秀太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀ 大3
3 872 今西　　明 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
4 587 門脇　　潤 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞｭﾝ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
5 603 山田　　尚 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 東北福祉大 ﾄｳﾌｸｼﾀﾞｲ 大3
6 945 馬場　恭平 ﾊﾞﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
7 355 小林　　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
8 566 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3

4組
1 395 岡野　良祐 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
2 1005 山本　善久 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
3 374 山川　聖史 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀ 大3
4 1020 山川　大介 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
5 48 山口　仁司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 659 高岡　潤輝 ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
7 27 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
8 658 見田　和彦 ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2

5組
1 306 岸本　太一 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 38 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 965 真熊健太郎 ﾏｸﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
4 86 佐藤　仁紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 415 川崎　晃尚 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
6 411 酒井　一哉 ｻｶｲ ｶｽﾞﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
7 838 岩田　　怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳﾀﾞ 大2
8 576 谷口　誠司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 216 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
2 619 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 290 松宮　弘寿 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
4 446 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 1 臼田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
6 1086 岡本　晃治 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
7 993 本崎　智久 ﾎﾝｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
8 875 三辻大四郎 ﾐﾂｼﾞ ﾀﾞｲｼﾛｳ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4

7組
1 701 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 511 郡山　達也 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀﾂﾔ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大4
3 974 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
4 299 木場　瞬介 ｺﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
5 704 澤村　栄治 ｻﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 320 相原　雄介 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
7 471 橋本　　大 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8 941 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1

8組
1 8 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 437 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 59 菱沼　良佑 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 717 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 461 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 288 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
7 79 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 315 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4

Page: 2/2 Printing: 2004/09/01 18:53:57

学関東

加　盟

学中部
学関東
学関東
学関東

学関西

学関東
学関東
学関東

学関東
学中部
学関東
学関東

学関西

学中部
学関東
学関西

学関東
学関東
学九州
学関西

学関東
学関東
学関東


