
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. 44 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
大会記録  3:40.41

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 熊本学園大 1143 大岩　寛治 ｵｵｲﾜ ﾋﾛﾊﾙ 大3
ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 1137 角田　昌士 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｼ 大4

1139 久磨　一範 ｸﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大1
1135 井前　貴雄 ｲﾉﾏｴ ﾀｶｵ 大3

3 松山大 1073 本多　　仁 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞﾝ 大1
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 1070 石岡　　啓 ｲｼｵｶ ﾊｼﾞﾒ 大4

1072 本間　義基 ﾎﾝﾏ ﾖｼｷ 大4
1069 山内　啓生 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｵ 大2

4 金沢大 788 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大2
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 787 大坂　晃之 ｵｵｻｶ ﾃﾙﾕｷ 大3

789 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大1
785 山本　浩路 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 大4

5 愛知学院大 655 金山　陽鎰 ｶﾅﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 大1
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 664 松濱　　慶 ﾏﾂﾊﾏ ｹｲ 大3

659 高岡　潤輝 ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 大3
651 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大2

6 名古屋大 731 坂口　健史 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹﾌﾐ 大2
ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 740 椴山　由貴 ﾓﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 大4

732 山本　　悠 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 大4
735 水谷　　純 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 大2

7 三重大 767 大島　大輔 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大4
ﾐｴﾀﾞｲ 754 兼子　誉生 ｶﾈｺ ﾖｼｷ 大2

756 曽我　一将 ｿｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ 大2
766 井倉　一政 ｲｸﾞﾗ ｶｽﾞﾏｻ 大4
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2組
1 岡山大 1051 宮嶋　克彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 大2

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1052 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 大4
1059 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大1
1057 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 大2

2 天理大 991 梅田　裕也 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾔ 大4
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 992 福田　翔伍 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大2

982 西田　尚樹 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 大2
994 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大2

3 仙台大 508 渋谷　治孝 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾀｶ 大3
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 506 山室　　翔 ﾔﾏﾑﾛ ｼｮｳ 大2

505 三山　洋一 ﾐﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 大4
502 荻原　則康 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔｽ 大2

4 国際武道大 562 宮本　直也 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 大4
ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 585 綿谷　康寿 ﾜﾀﾔ ﾔｽﾄｼ 大3

566 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 大3
592 眞家　久雄 ﾏｲｴ ﾋｻｵ 大3

5 流通科学大 1048 鈴木　幸輔 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 大3
ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ 1047 矢野　祐介 ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 大4

1045 今崎　陽司 ｲﾏｻｷ ﾀｶｼ 大3
1046 真山　豊輝 ﾏﾔﾏ ﾄﾖｷ 大3

6 国士舘大 210 大西　勇希 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 大3
ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 197 伊藤　義洋 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 大4

216 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 大2
215 本間　進也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 大3

7 東洋大 390 島津　幸介 ｼﾏﾂﾞ ｺｳｽｹ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 388 中澤　　翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 大1

387 上川　絢也 ｶﾐｶﾜ ﾋﾛﾅﾘ 大1
386 小嶌　　亮 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大2

8 鹿屋体育大 1167 竹下　　亮 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 大2
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 1158 虎谷　　聡 ﾄﾗﾀﾆ ｻﾄｼ 大3

1160 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 大2
1169 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 大3
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3組
1 東北福祉大 611 木村　　翼 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 大3

ﾄｳﾌｸｼﾀﾞｲ 604 山内　　翔 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳ 大3
601 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕｳ 大1
595 河内　　到 ｶﾜｳﾁ ｲﾀﾙ 大2

2 大阪体育大 805 木村　峻大 ｷﾑﾗﾀｶﾋﾛ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 828 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞｱｷﾋﾃﾞ 大3

822 小早川和俊 ｺﾊﾞﾔｶﾜｶｽﾞﾄｼ 大4
830 早川　知寛 ﾊﾔｶﾜﾄﾓﾋﾛ 大4

3 近畿大 918 園田　直哉 ｿﾉﾀﾞ ﾅｵﾔ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 923 吉田　遼太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大2

941 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 大1
929 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 大4

4 中央大 54 竹内　勇紀 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 46 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 大3

59 菱沼　良佑 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 大3
56 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大2

5 日本体育大 119 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 121 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 大4

79 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 大1
129 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大2

6 中京大 681 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 707 山口　嘉久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 大4

701 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 大1
717 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大2

7 慶應義塾大 156 外村　直紀 ﾎｶﾑﾗ ﾅｵｷ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 160 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 大2

173 中村　英悟 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｻﾄ 大3
155 加藤　昌弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 大3

8 専修大 354 小鷹　和徳 ｵﾀﾞｶ ｶｽﾞﾉﾘ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 358 正中　　輔 ｼｮｳﾅｶ ﾀｽｸ 大4

355 小林　　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 大2
352 高橋　悠一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 関西学院大 873 坂上　一真 ｻｶｳｴ ｶｽﾞﾏ 大3

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ 893 木本　　聡 ｷﾓﾄ ｱｷﾗ 大4
875 三辻大四郎 ﾐﾂｼﾞ ﾀﾞｲｼﾛｳ 大4
896 脇坂　勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 大1

2 大阪教育大 845 森　　孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大2
ﾀﾞｲｷｮｳﾀﾞｲ 847 石崎　大樹 ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｷ 大1

838 岩田　　怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大2
843 松永　義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大2

3 福岡大 1101 山野井健太 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1122 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 大2

1123 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 大2
1113 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 大4

4 早稲田大 424 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 400 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 大4

431 澤　　武志 ｻﾜ ﾀｹｼ 大3
399 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大1

5 日本大 452 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 442 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 大1

461 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 大2
456 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大1

6 順天堂大 553 平田　真一 ﾋﾗﾀ ｼﾝｲﾁ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 534 小林　生海 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 大2

527 菊池　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 大1
546 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大3

7 拓殖大 227 高野　順平 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 226 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大2

233 山中　貞治 ﾔﾏﾅｶ ｻﾀﾞﾊﾙ 大4
242 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大1

8 立教大 269 清水　孝一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 大4
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 270 西川　準一 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大2

266 小林　　雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 大2
275 福田　　光 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 玉川大 71 大竹　　厳 ｵｵﾀｹ ｹﾞﾝ 大1

ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 67 貝谷　俊宜 ｶｲﾔ ﾄｼﾉﾘ 大1
66 岡村　有祐 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大2
70 村田優一郎 ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大3

2 同志社大 975 馬渡広太朗 ﾏﾜﾀﾘｺｳﾀﾛｳ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 962 松本　光弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 大4

974 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 大2
961 山野　順平 ﾔﾏﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4

3 明治大 296 竹内　寿史 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 292 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 大3

299 木場　瞬介 ｺﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 大4
298 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 大2

4 法政大 26 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 31 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 大1

8 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 大4
10 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 大2

5 筑波大 308 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 328 馬場　康博 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 大4

320 相原　雄介 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 大4
333 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 大2

6 東海大 476 出崎　善久 ﾃﾞｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 488 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 大2

482 成田　宗徳 ﾅﾘﾀ ﾑﾈﾉﾘ 大4
493 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大1

7 千葉商科大 383 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 大1
ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 376 松浦　　桂 ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 大4

384 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 大1
381 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 大2

8 山梨学院大 625 山村梢次郎 ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 618 塩田　大貴 ｼｵﾀ ﾋﾛｷ 大1

619 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大2
629 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 大3

Page: 5/5 Printing: 2004/09/04 14:20:46

加　盟

学関東

学関東

学関東

学関東

学関東

学関西

学関東

学関東


