
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.  6 男子    200m   バタフライ   予選   8組 日本記録  1:54.56
大会記録  1:55.88

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 372 森下　　健 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大1
2 222 矢崎　　誠 ﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大3
3 957 古賀    航 ｺｶﾞ ﾜﾀﾙ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
4 176 池山　允浩 ｲｹﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
5 641 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
6 600 岡本　健志 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
7 247 鈴木　大和 ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
8 485 平　　圭太 ﾀｲﾗ ｹｲﾀ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3

2組
1 930 馬場  恭平 ﾊﾞﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
2 61 菱沼　良佑 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
3 860 松崎  剛志 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
4 368 山川　聖史 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大4
5 252 及川　天徳 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
6 928 堤    崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 648 高岡　潤輝 ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
8 321 入江　晋平 ｲﾘｴ ｼﾝﾍﾟｲ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1

3組
1 397 橋本　真悟 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
2 825 辻本  智幸 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 338 吉田　博昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
4 955 真熊健太郎 ﾏｸﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
5 272 柴田　洸輔 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 武蔵工業大学 ﾑｻｼｺｳﾀﾞｲ 大1
6 412 川崎　晃尚 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
7 824 石川  仁志 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 558 谷口　誠司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2

4組
1 720 近藤　寛彰 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 名城大学 ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞ 大2
2 351 宇野　　匠 ｳﾉ ﾀｸﾐ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
3 568 門脇　　潤 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞｭﾝ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
4 989 赤穴　光至 ｱｶﾅ ｺｳｼ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
5 907 磯辺  修平 ｲｿﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 甲南大学 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大3
6 401 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 540 永山　剛史 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
8 174 前中　俊輔 ﾏｴﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3

5組
1 959 入江    誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
2 776 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高岡法科大学 ﾀｶｵｶﾎｳｶ 大4
3 1182 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
4 835 岩田    怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
5 46 山口　仁司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 87 佐藤　正堂 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 1077 坂口　征司 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 839 谷川  哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
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6組
1 289 猪間　勇輝 ｲﾉﾏ ﾕｳｷ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
2 430 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 12 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
4 714 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 280 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 698 早崎　雄太 ﾊﾔｻｷ ﾕｳﾀ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 281 松宮　弘寿 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
8 480 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3

7組
1 704 大石　淳史 ｵｵｲｼ ｱﾂｼ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 3 臼田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
3 124 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 599 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
5 935 藤井  俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
6 78 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 509 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大2
8 1111 廣尾　昌彦 ﾋﾛｵ ﾏｻﾋｺ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1

8組
1 461 橋本　　大 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
2 30 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 1136 虎谷　　聡 ﾄﾗﾀﾆ ｻﾄｼ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 440 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 453 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 40 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
7 301 岸本　太一 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 306 細田雄太郎 ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
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