
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. 36 男子    200m   自由形   予選   10組 日本記録  1:48.87
大会記録  1:49.72

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
2 374 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
3 201 関根　彬史 ｾｷﾈ ﾖｼﾌﾐ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
4 211 大嶋　洋史 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
5 479 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
6 360 大高　　真 ｵｵﾀｶ ﾏｺﾄ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
7 1090 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 373 牛角　祐太 ｺﾞｶｸ ﾕｳﾀ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀ 大2

2組
1 352 高橋　悠一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
2 242 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
3 215 本間　進也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
4 3 吉井　敬博 ﾖｼｲ ﾀｶﾋﾛ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
5 29 南谷　　輝 ﾐﾅﾀﾆ ﾋｶﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 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
7 298 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
8 518 高橋　正繁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼｹﾞ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大1

3組
1 1032 濱中慎太郎 ﾊﾏﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
2 480 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 364 日比野裕輔 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ 東京理科大 ﾄｳﾘｶﾀﾞｲ 大2
4 403 荒　　秀明 ｱﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
5 1002 後田　賢志 ｱﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
6 1008 辻本　良司 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
7 785 山本　浩路 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大4
8 152 安藤　　浩 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3

4組
1 335 林　　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 673 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
3 994 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
4 624 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
5 15 森　　哲也 ﾓﾘ ﾃﾂﾔ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
6 1057 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
7 616 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
8 386 小嶌　　亮 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2

5組
1 275 福田　　光 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
2 806 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
3 1168 中西　　稔 ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾙ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
4 539 浅野　博允 ｱｻﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
5 267 松尾　達也 ﾏﾂｵ ﾀﾂﾔ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
6 365 春原　一仁 ﾊﾙﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
7 590 落合　千尋 ｵﾁｱｲ ﾁﾋﾛ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
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
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大会記録  1:49.72

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 801 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
2 795 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
3 493 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
4 546 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
5 427 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
6 651 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
7 283 兼子　雄二 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
8 154 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2

7組
1 1001 古川　将貴 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
2 367 畠山　　歩 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
3 311 坂本　邦彦 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 708 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
5 565 江澤　正弘 ｴｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
6 116 白井　秀尚 ｼﾗｲ ﾋﾃﾞﾋｻ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 1166 西川　隼矢 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
8 661 山田　昌亮 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1

8組
1 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
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
3 705 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 919 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
5 129 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
6 155 加藤　昌弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
7 797 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳﾏｻｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 1084 岡本　　徹 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2

9組
1 45 三橋　泰典 ﾐﾂﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
2 935 川口　教哉 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
3 295 千葉　卓也 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
4 44 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
5 973 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
6 629 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 62 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
8 444 佐藤　淳一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2

10組
1 322 猪俣　雅之 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
2 971 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
3 449 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
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
5 918 園田　直哉 ｿﾉﾀﾞ ﾅｵﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
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
7 126 友野　良和 ﾄﾓﾉ ﾖｼｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 425 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
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