
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. 44 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
大会記録  3:39.77

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 名古屋大学 726 坂口　健史 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹﾌﾐ 大3

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 730 水谷　　純 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 大3
739 榑林　紀彦 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 大3
735 萩原　康太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 大3

2 大阪体育大学 789 木村  峻大 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 大4
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 788 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 大4

800 井上  貴裕 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 大2
808 東條  聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 大3

3 岡山大学 1169 宮嶋　克彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1179 湯本　哲也 ﾕﾓﾄ ﾃﾂﾔ 大6

1182 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大2
1178 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 大3

4 国士舘大学 215 大西　勇希 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 大4
ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 208 菊池　秀教 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大1

204 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 大1
221 本間　進也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 大4

5 東洋大学 387 島津　幸介 ｼﾏﾂﾞ ｺｳｽｹ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 383 大和谷勇太 ﾔﾏﾄﾔ ﾕｳﾀ 大1

389 武田　敏生 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｷ 大1
390 福岡　裕介 ﾌｸｵｶ ﾕｳｽｹ 大4

6 福岡教育大学 1123 平井　陽伸 ﾋﾗｲ ｱｷﾉﾌﾞ 大2
ﾌｸｵｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 1118 松本　雄生 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 大1

1119 森　　祐介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 大3
1113 粟津　慎一 ｱﾜﾂﾞ ｼﾝｲﾁ 大4

7 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 784 北村　拓也 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 大1

783 藤田　祐基 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 大2
780 須山　滋人 ｽﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 大2

8 松山大学 1199 本多　　仁 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ 大2
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 1196 大崎　　学 ｵｵｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 大4

1200 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 大1
1191 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 鹿屋体育大学 1143 竹下　　亮 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 大3

ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ 1136 虎谷　　聡 ﾄﾗﾀﾆ ｻﾄｼ 大4
1152 木村　　学 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 大4
1144 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 大4

2 立教大学 266 田中　洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 254 坂井　亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大1

257 小林　　雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 大3
263 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 大3

3 東北福祉大学 583 畠山　　亘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜﾀﾙ 大3
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 577 山内　　翔 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳ 大4

576 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕｳ 大2
572 伊藤　　圭 ｲﾄｳ ｹｲ 大2

4 金沢大学 770 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 大3
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 764 山本　裕太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 大3

759 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 大2
769 田附　一貴 ﾀﾂﾞｹ ｶｽﾞｷ 大1

5 神奈川大学 364 彌永　雄一 ﾔﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 354 佐藤　高行 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 大4

351 宇野　　匠 ｳﾉ ﾀｸﾐ 大1
357 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 大1

6 大阪経済大学 1053 森口  貴博 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 大3
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ 1054 大谷  直輝 ｵｵﾀﾆ ﾅｵｷ 大3

1055 永易    拡 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋﾛﾑ 大3
1052 庄田  亮輔 ｼｮｳﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 大2

7 関西学院大学 861 坂上  一真 ｻｶｳｴ ｶｽﾞﾏ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 887 酒井  雄一 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ 大1

860 松崎  剛志 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ 大4
868 藤井  和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 大3

8 慶應義塾大学 179 中村　英悟 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｻﾄ 大4
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸ 167 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 大3

178 竹下　大地 ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 大3
164 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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
1021 葉山  達也 ﾊﾔﾏ ﾀﾂﾔ 大4
1023 鈴木  達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 大2

2 愛知学院大学 670 澤口　大祐 ｻﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 666 服部　裕樹 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ 大4

648 高岡　潤輝 ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 大4
641 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大3

3 東海大学 484 福井　淳一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 478 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 大3

461 橋本　　大 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ 大3
483 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大2

4 法政大学 29 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 34 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 大2

12 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大1
24 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大2

5 明治大学 286 竹内　寿史 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 284 成澤　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 大3

280 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ 大2
273 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2

6 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 402 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 大3

425 澤　　武志 ｻﾜ ﾀｹｼ 大4
394 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大2

7 近畿大学 926 高橋    慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 920 吉田  遼太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大3

935 藤井  俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 大1
912 奥村  幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大4

8 千葉商科大学 378 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 大2
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 370 小原　　仁 ｵﾊﾗ ﾋﾄｼ 大1

373 森下　　純 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝ 大4
379 平山　雅俊 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 仙台大学 494 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 大1

ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 492 山室　　翔 ﾔﾏﾑﾛ ｼｮｳ 大3
489 引地　弘憲 ﾋｷﾁ ﾋﾛﾉﾘ 大1
491 下村　啓太 ｼﾓﾑﾗ ｹｲﾀ 大2

2 山梨学院大学 棄権
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 大学

3 中京大学 677 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 694 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 大4

675 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 大3
691 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大3

4 筑波大学 303 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 298 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 大1

321 入江　晋平 ｲﾘｴ ｼﾝﾍﾟｲ 大1
325 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 大3

5 日本体育大学 116 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 大4
ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 119 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 大3

98 青木　　健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 大3
126 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大3

6 順天堂大学 515 勝山　　聡 ｶﾂﾔﾏ ｻﾄｼ 大1
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 516 小林　生海 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 大3

509 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 大2
527 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大4

7 関西大学 1005 城井  伸允 ｼﾞｮｳｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1010 下田  毅 ｼﾓﾀﾞ ﾀｹｼ 大2

1001 橋本  和樹 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大4
1006 樺田  卓幸 ｶﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 大3

8 城西大学 棄権
ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 大学
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 立命館大学 1043 畑中　陽介 ﾊﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 大4

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1026 井関　聖久 ｲｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ 大2
1037 前田　有哉 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3
1029 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 大1

2 大阪教育大学 843 森    孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大3
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 852 石崎  大樹 ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｷ 大2

835 岩田    怜 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 大3
841 松永  義之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 大3

3 福岡大学 1097 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 大1
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1101 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 大3

1102 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 大3
1088 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大1

4 中央大学 59 渡辺　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 大4
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 44 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 大4

40 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 大2
57 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大3

5 日本大学 446 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 435 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 大2

444 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 大1
447 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大2

6 同志社大学 962 馬渡広太朗 ﾏﾜﾀﾘ ｺｳﾀﾛｳ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 949 石井  克児 ｲｼｲ ｶﾂｼﾞ 大4

955 真熊健太郎 ﾏｸﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大4
961 山原  正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大3

7 国際武道大学 543 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 大1
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 567 綿谷　康寿 ﾜﾀﾔ ﾔｽﾄｼ 大4

547 斎藤　憲生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 大4
571 眞家　久雄 ﾏｲｴ ﾋｻｵ 大4

8 拓殖大学 231 高野　順平 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 230 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大3

232 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 大3
239 池田晋太郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大2
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