
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. 66 男子    200m   平泳ぎ   予選   7組 日本記録  2:09.42
大会記録  2:12.65

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 486 大木　佑介 ｵｵｷ ﾕｳｽｹ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
2 807 淺尾　喜之 ｱｻｵﾖｼﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 664 松濱　　慶 ﾏﾂﾊﾏ ｹｲ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
4 270 西川　準一 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
5 670 服部　裕樹 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
6 207 舟木　和俊 ﾌﾅｷ ｶｽﾞﾄｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
7 636 畠中　優太 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 637 柳井　亮太 ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾀ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3

2組
1 318 川口　一画 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｶｸ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 1122 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
3 663 小林　　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
4 575 大川原裕一 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
5 787 大坂　晃之 ｵｵｻｶ ﾃﾙﾕｷ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大3
6 966 石井　克児 ｲｼｲ ｶﾂｼﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
7 558 奥野　和彦 ｵｸﾉ ｶｽﾞﾋｺ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
8 226 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2

3組
1 1085 岡本　光平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
2 963 松本　有史 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
3 465 薮内　　優 ﾔﾌﾞｳﾁ ｽｸﾞﾙ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 328 馬場　康博 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
5 442 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
6 643 渋谷　純一 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秋田経法大 ｱｷﾀｹｲﾎｳﾀ 大2
7 709 山本喜一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
8 534 小林　生海 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大2

4組
1 1052 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
2 893 木本　　聡 ｷﾓﾄ ｱｷﾗ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
3 962 松本　光弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
4 618 塩田　大貴 ｼｵﾀ ﾋﾛｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
5 828 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞｱｷﾋﾃﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 923 吉田　遼太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 1099 山口　高広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 125 薮崎　和貴 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2

5組
1 488 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
2 16 菅原　　怜 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 23 中山　佑介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
4 61 武市　昌輝 ﾀｹﾁ ﾏｻﾃﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 292 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
6 286 根津　隆宏 ﾈﾂ ﾀｶﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
7 46 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
8 1025 井関　聖久 ｲｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大1
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6組
1 400 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
2 405 采野　雅大 ｳﾈﾉ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 160 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
4 690 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 294 成沢　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 123 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 303 砂金　大輔 ｲｻｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京経済大 ﾄｳｹｲﾀﾞｲ 大4
8 1022 伊藤　友二 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大4

7組
1 63 堀池　　翼 ﾎﾘｲｹ ﾂﾊﾞｻ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
2 585 綿谷　康寿 ﾜﾀﾔ ﾔｽﾄｼ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
3 696 池上　　肇 ｲｹｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 121 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 406 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
6 31 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
7 317 清水　岳人 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 434 井上　英幸 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
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