
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. 12 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
大会記録  3:22.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 名古屋大学 732 清水　光樹 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 大3
ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 737 北脇　慎也 ｷﾀﾜｷ ｼﾝﾔ 大4

736 福嶋　旭仁 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾋﾄ 大4
735 萩原　康太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 大3

3 富士常葉大学 779 重田　吉貴 ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 大2
ﾌｼﾞﾄｺﾊﾀﾞｲ 780 須山　滋人 ｽﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 大2

784 北村　拓也 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 大1
781 早田州一郎 ｿｳﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 大4

4 拓殖大学 241 渡辺　裕貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 大2
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 239 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大2

228 吉野　　聡 ﾖｼﾉ ｿｳ 大4
237 増田　勝利 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 大4

5 岡山大学 1172 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1182 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大2

1178 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 大3
1169 宮嶋　克彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 大3

6 福岡教育大学 1113 粟津　慎一 ｱﾜﾂﾞ ｼﾝｲﾁ 大4
ﾌｸｵｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 1123 平井　陽伸 ﾋﾗｲ ｱｷﾉﾌﾞ 大2

1114 伊達　知己 ﾀﾞﾃ ﾄﾓｷ 大1
1124 平田　無為 ﾋﾗﾀ ﾅｼﾕｷ 大2

7 松山大学 1191 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 大1
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 1194 山内　啓生 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｵ 大3

1199 本多　　仁 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ 大2
1200 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 大1
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2組
1 国士舘大学 221 本間　進也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 大4

ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 219 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 大2
204 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 大1
213 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 大2

2 東洋大学 384 中澤　　翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 387 島津　幸介 ｼﾏﾂﾞ ｺｳｽｹ 大2

1207 深沢    篤 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 大1
389 武田　敏生 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｷ 大1

3 神奈川大学 352 岡崎　　潤 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 357 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 大1

360 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 大1
362 畠山　　歩 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 大3

4 千葉商科大学 377 迫田　知之 ｻｺﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 大4
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 379 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 大2

376 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 大3
368 山川　聖史 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 大4

5 金沢大学 769 田附　一貴 ﾀﾂﾞｹ ｶｽﾞｷ 大1
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 759 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大2

770 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大3
762 源明　裕也 ｹﾞﾝﾒｲ ﾕｳﾔ 大4

6 東北福祉大学 572 伊藤　　圭 ｲﾄｳ ｹｲ 大2
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 573 河内　　到 ｶﾜｳﾁ ｲﾀﾙ 大3

578 大和　雅之 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾕｷ 大3
575 今野　泰伸 ｺﾝﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ 大1

7 大阪体育大学 808 東條  聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 大3
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 792 中西    崇 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｼ 大4

814 大和  敬侍 ﾔﾏﾄ ｹｲｼﾞ 大2
810 冨貴  健進 ﾌｳｷ ﾄｼﾕｷ 大4

8 関西学院大学 883 赤澤  寛幸 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大1
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 868 藤井  和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 大3

885 斉藤  公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 大1
858 稲野  純平 ｲﾈﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 近畿大学 912 奥村  幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大4

ｷﾝｷﾀﾞｲ 911 中尾  達也 ﾅｶｵ ﾀﾂﾔ 大4
914 渡辺  元太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 大4
927 茶木  将亘 ﾁｬｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 大2

2 立命館大学 1037 前田　有哉 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1029 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 大1

1030 三田地雄太 ﾐﾀﾁ ﾕｳﾀ 大2
1040 大平　資生 ｵｵﾋﾗ ﾓﾄｵ 大2

3 中京大学 691 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 673 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 大4

714 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 大2
686 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大3

4 筑波大学 319 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 302 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 大2

309 小崎　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2
325 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 大3

5 日本体育大学 126 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大3
ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 122 友野　良和 ﾄﾓﾉ ﾖｼｶｽﾞ 大4

91 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 大2
116 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 大4

6 鹿屋体育大学 1152 木村　　学 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 大4
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ 1138 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 大3

1136 虎谷　　聡 ﾄﾗﾀﾆ ｻﾄｼ 大4
1144 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 大4

7 慶應義塾大学 164 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大3
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸ 179 中村　英悟 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｻﾄ 大4

165 加藤　昌弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 大4
172 石原　隆史 ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 大4

8 立教大学 258 松尾　達也 ﾏﾂｵ ﾀﾂﾔ 大3
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 263 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 大3

267 白垣　陽一 ｼﾗｶﾞｷ ﾖｳｲﾁ 大3
265 鶴田　　健 ﾂﾙﾀ ﾀｹﾙ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 同志社大学 958 辻本  佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 大3

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 961 山原  正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大3
956 芦田    充 ｱｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 大4
965 白井  智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ 大2

2 国際武道大学 571 眞家　久雄 ﾏｲｴ ﾋｻｵ 大4
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 554 杉山　謙心 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 大2

544 古谷福太郎 ﾌﾙﾀﾆ ﾌｸﾀﾛｳ 大2
569 落合　千尋 ｵﾁｱｲ ﾁﾋﾛ 大4

3 京都大学 1022 西山    志 ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 大3
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 1024 金光  良祐 ｶﾈﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ 大1

1020 谷口  栄治 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 大3
1023 鈴木  達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 大2

4 日本大学 437 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 438 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ 大4

447 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大2
442 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大3

5 法政大学 24 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 14 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 大3

5 吉井　敬博 ﾖｼｲ ﾀｶﾋﾛ 大2
4 奥出　泰史 ｵｸﾃﾞ ﾀｲｼ 大4

6 大阪教育大学 839 谷川  哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大3
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 841 松永  義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大3

845 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大2
835 岩田    怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大3

7 仙台大学 491 下村　啓太 ｼﾓﾑﾗ ｹｲﾀ 大2
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 494 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 大1

490 荻原　則康 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔｽ 大3
492 山室　　翔 ﾔﾏﾑﾛ ｼｮｳ 大3

8 順天堂大学 527 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 519 上原　章吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大4

520 浅野　博允 ｱｻﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 大4
1203 鈴木　　潤 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 関西大学 1013 中山    彰 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 大1

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1010 下田  毅 ｼﾓﾀﾞ ﾀｹｼ 大2
1003 辻本  良司 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 大4
1006 樺田  卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 大3

2 東海大学 483 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 467 小宮山　諭 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾙ 大3

460 吉田　雅裕 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大3
469 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 大2

3 早稲田大学 421 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 417 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大2

394 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大2
408 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 大1

4 中央大学 52 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 48 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大2

51 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 大1
64 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大2

5 明治大学 292 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 273 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2

279 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 大3
285 千葉　卓也 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ 大4

6 山梨学院大学 607 山﨑　崇裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 605 後藤　晃弘 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾛ 大2

606 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 大2
609 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 大4

7 福岡大学 1088 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大1
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1099 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 大4

1108 友納　　健 ﾄﾓﾉｳ ｹﾝ 大3
1110 鷲塚　泰明 ﾜｼﾂﾞｶ ﾔｽｱｷ 大3

8 愛知学院大学 641 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 669 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 大3

667 鈴木　崇文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 大1
661 朝日　恵太 ｱｻﾋ ｹｲﾀ 大1
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