
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                        

スタートリスト

競技No.  2 男子     50m   自由形   予選   11組 日本記録    22.18
大会記録    22.88

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 1055 永易    拡 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋﾛﾑ 大阪経済大学 ﾀﾞｲｹｲﾀﾞｲ 大3
3 1002 南口  裕規 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
4 501 小林　広宣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ 東北大学 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大2
5 502 渡辺　一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 東北大学 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大2
6 960 岡本  裕樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
7 1191 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 松山大学 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大1
8

2組
1 520 浅野　博允 ｱｻﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
2 947 飯田    晃 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪工業大学 ﾀﾞｲｺｳﾀﾞｲ 大2
3 505 牧野　裕介 ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ 新潟大学 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大3
4 384 中澤　　翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
5 424 木内　啓太 ｷｳﾁ ｹｲﾀ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
6 775 坂本　竜也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 富山国際大学 ﾄﾔﾏｺｸｻｲ 大3
7 1113 粟津　慎一 ｱﾜﾂﾞ ｼﾝｲﾁ 福岡教育大学 ﾌｸｷｮｳﾀﾞｲ 大4
8 179 中村　英悟 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｻﾄ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4

3組
1 371 上野　太朗 ｳｴﾉ ﾀﾛｳ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
2 331 竹田　　亮 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ 青山学院大学 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 250 亀山　達也 ｶﾒﾔﾏ ﾀﾂﾔ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
4 158 室谷　靖治 ﾑﾛﾔ ﾔｽﾊﾙ 立正大学 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大3
5 237 増田　勝利 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
6 330 大中　俊樹 ｵｵﾅｶ ﾄｼｷ 青山学院大学 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 335 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ 東京海洋大学 ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大3
8 377 迫田　知之 ｻｺﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大4

4組
1 577 山内　　翔 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳ 東北福祉大学 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大4
2 649 高橋　良彰 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
3 868 藤井  和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
4 1006 樺田  卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
5 841 松永  義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
6 178 竹下　大地 ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
7 1115 三木　　浩 ﾐｷ ﾋﾛｼ 福岡教育大学 ﾌｸｷｮｳﾀﾞｲ 大2
8 150 伊藤　久之 ｲﾄｳ ﾋｻﾕｷ 上智大学 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲ 大4

5組
1 357 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
2 417 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 1144 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 127 柳澤　　匠 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 文教大学 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞ 大2
5 219 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
6 16 滋野　一馬 ｼｹﾞﾉ ｶｽﾞﾏ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
7 631 長谷川拓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 新潟医療福祉 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
8 534 羽山　勇作 ﾊﾔﾏ ﾕｳｻｸ 茨城大学 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 664 飯島　大祐 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
2 961 山原  正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
3 469 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
4 494 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 仙台大学 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大1
5 495 大山　　亮 ｵｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 仙台大学 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大2
6 796 早川  英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 14 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 1057 真山  豊輝 ﾏﾔﾏ ﾄﾖｷ 流通科学大学 ﾘｭｳﾂｳﾀﾞｲ 大4

7組
1 814 大和  敬侍 ﾔﾏﾄ ｹｲｼﾞ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 493 渋谷健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 仙台大学 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大4
3 57 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 1204 松下　祐生 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 一橋大学 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ 大3
5 316 大坂　謙介 ｵｵｻｶ ｹﾝｽｹ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
6 162 永田　貴大 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
7 547 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
8 221 本間　進也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4

8組
1 447 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
2 9 近藤　幹哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 75 河野　　遼 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 376 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大3
5 1102 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
6 1178 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
7 390 福岡　裕介 ﾌｸｵｶ ﾕｳｽｹ 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
8 1040 大平　資生 ｵｵﾋﾗ ﾓﾄｵ 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2

9組
1 554 杉山　謙心 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
2 708 中山　雄太 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
3 707 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 441 松尾　友太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 43 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 427 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
7 201 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 東京大学 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大4
8 878 脇坂  勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2

10組
1 211 幸田　大輔 ｺｳﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
2 700 村上　賢司 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 394 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
4 302 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
5 1099 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
6 309 小崎　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 855 浦郷  忠右 ｳﾗｺﾞｳ ﾀﾀﾞｽｹ 大阪大学 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大3
8 858 稲野  純平 ｲﾈﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
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11組
1 84 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 62 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 1088 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
4 273 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
5 519 上原　章吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
6 263 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
7 91 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 571 眞家　久雄 ﾏｲｴ ﾋｻｵ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
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