
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. 10 男子    100m   平泳ぎ   予選   7組 日本記録    59.53
大会記録  1:00.32

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 370 小原　　仁 ｵﾊﾗ ﾋﾄｼ 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大1
3 242 渡邊　裕紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
4 1179 湯本　哲也 ﾕﾓﾄ ﾃﾂﾔ 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大6
5 1 安江　弘樹 ﾔｽｴ ﾋﾛｷ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
6 254 坂井　亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
7 852 石崎  大樹 ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｷ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
8

2組
1 949 石井  克児 ｲｼｲ ｶﾂｼﾞ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
2 920 吉田  遼太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
3 577 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
4 666 服部　裕樹 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
5 618 柳井　亮太 ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾀ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
6 567 綿谷　康寿 ﾜﾀﾔ ﾔｽﾄｼ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
7 261 西川　準一 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
8 208 菊池　秀教 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1

3組
1 354 佐藤　高行 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
2 230 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大3
3 963 松本  有史 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
4 395 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
5 887 酒井  雄一 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
6 26 中山　佑介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
7 593 永井　拓也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ 帝京大学 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大2
8 660 松濱　　慶 ﾏﾂﾊﾏ ｹｲ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4

4組
1 1166 大村　亮介 ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 広島工業大学 ﾋﾛｼﾏｺｳﾀﾞ 大4
2 1101 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 435 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
4 85 佐竹　甲平 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 275 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
6 1065 岡本　光平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
7 591 長谷川　匠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 城西大学 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞ 大2
8 160 山田　隼斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 東京国際大学 ﾄｳｺｸｻｲ 大1

5組
1 492 山室　　翔 ﾔﾏﾑﾛ ｼｮｳ 仙台大学 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大3
2 1026 井関　聖久 ｲｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2
3 681 古賀　　忍 ｺｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 713 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 788 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 477 大木　佑介 ｵｵｷ ﾕｳｽｹ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
7 298 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
8 304 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 284 成澤　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
2 34 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 516 小林　生海 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
4 478 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
5 119 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 402 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
7 53 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 121 薮崎　和貴 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3

7組
1 54 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
2 487 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 312 清水　岳人 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 694 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 44 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 283 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
7 353 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
8 598 塩田　大貴 ｼｵﾀ ﾋﾛｷ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
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