
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.  4 男子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  3:47.28
大会記録  3:52.27

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 228 吉野　　聡 ﾖｼﾉ ｿｳ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
2 360 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
3 476 大原　拓巳 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
4 812 山口  彰人 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾄ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 467 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
6 539 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
7 642 宮田　憲一 ﾐﾔﾀ ｹﾝｲﾁ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
8 375 渡部　聡一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2

2組
1 1072 広田　将也 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾔ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
2 277 江部　聡一 ｴﾍﾞ ｿｳｲﾁ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
3 1109 有吉　雅敏 ｱﾘﾖｼ ﾏｻﾄｼ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 919 戸田  勇輔 ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
5 552 松本　信吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
6 965 白井  智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
7 457 塩谷　陽介 ｼｵﾔ ﾖｳｽｹ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8 408 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1

3組
1 777 細川　創志 ﾎｿｶﾜ ｿｳｼ 高岡法科大学 ﾀｶｵｶﾎｳｶ 大2
2 414 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 913 川口  教哉 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
4 118 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 1059 井元　貴規 ｲﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
6 60 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
7 937 山本  信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
8 504 高橋　正繁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼｹﾞ 新潟大学 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大2

4組
1 669 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
2 810 冨貴  健進 ﾌｳｷ ﾄｼﾕｷ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 295 和田　宏大 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
4 442 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 719 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 990 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
7 398 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
8 362 畠山　　歩 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3

5組
1 25 池田　直輝 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 282 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
3 454 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
4 686 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 80 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 58 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 429 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
8 801 笠松  宏至 ｶｻﾏﾂ ｺｳｼﾞ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 318 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 13 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
3 126 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 691 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 50 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 320 東　　晃司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
7 327 林　　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
8 23 船山　創史 ﾌﾅﾔﾏ ｿｳｼ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
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