
第81回日本学生選手権水泳競技大会                  
                                                  
大阪府門真市なみはやドーム                        

発生新記録一覧

組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.   8 男子  200m 背泳ぎ 予選
10/ 4 学関東 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 法政大学 大3  1:58.50 大会新

競技No.  12 男子  400m リレー 予選
 4/ 4 学関東 日本大学 (佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 大1)    49.73 日本新  3:26.40

大会新

競技No.  20 男子  400m 自由形 決勝
 1/ 4 学中部 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大学 大3  3:51.38 大会新

競技No.  24 男子  200m バタフライ 決勝
 1/ 4 学関東 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大学 大4  1:55.11 大会新

競技No.  28 男子  200m 背泳ぎ 決勝
 1/ 4 学関東 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 法政大学 大3  1:57.80 日本新

大会新

競技No.  34 男子  400m リレー 決勝
 1/ 6 学関東 日本大学 (森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3)    50.71  3:21.71 大会新

競技No.  50 女子  100m バタフライ 決勝
 1/ 4 学九州 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 鹿屋体育大学 大1  1:00.12 大会新

競技No.  56 男子  200m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 学関東 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 明治大学 大3  2:01.10 大会新

競技No.  57 女子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 4 学関東 日本大学 (伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 大3)  1:01.56  4:09.73 大会新
 1/ 5 学関東 早稲田大学 (村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 大4)  1:03.39  4:10.19 大会新

競技No.  58 男子  400m メドレーリレー 決勝
 1/ 5 学関東 日本大学 (森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3)    54.43  3:39.42 大会新
 1/ 2 学関東 中央大学 (山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大3)    54.79  3:39.61 大会新

競技No.  72 女子  400m 個人メドレー 決勝
 1/ 4 学関東 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 拓殖大学 大3  4:44.52 大会新

競技No.  74 男子  400m 個人メドレー 決勝
 1/ 3 学関東 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 明治大学 大3  4:18.95 大会新

競技No.  78 男子  100m 自由形 決勝
 1/ 4 学関東 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大学 大1    49.71 日本新

大会新

競技No.  87 女子  400m リレー 決勝
 1/ 5 学関東 早稲田大学 (真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大4)    57.71  3:48.23 大会新
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競技No.  88 男子  800m リレー 決勝
 1/ 4 学関東 日本大学 (物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 大2)  1:50.22  7:19.91 大会新
 1/ 3 学中部 中京大学 (松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大3)  1:49.24 大会新  7:29.81
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