
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. 60 男子    400m   個人メドレー   予選   7組 日本記録  4:14.79
大会記録  4:19.13

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 475 大原　　淳 ｵｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
2 759 丸一　泰雅 ﾏﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ 金沢大学 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大2
3 397 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
4 96 仁木　康浩 ﾆｷ ﾔｽﾋﾛ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 163 英賀　裕史 ｱｶﾞ ﾋﾛｼ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
6 651 佐々木貴悠 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
7 210 原　　稔之 ﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
8

2組
1 207 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
2 322 浜上　洋平 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
3 861 坂上  一真 ｻｶｳｴ ｶｽﾞﾏ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
4 267 白垣　陽一 ｼﾗｶﾞｷ ﾖｳｲﾁ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
5 123 林　　翔一 ﾊﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 550 小山　裕之 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
7 873 杉山  大輔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
8 621 吉井　啓介 ﾖｼｲ ｹｲｽｹ 前橋国際大学 ﾏｴｺｸﾀﾞｲ 大1

3組
1 70 貝谷　俊宜 ｶｲﾔ ﾄｼﾉﾘ 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
2 654 山口　　宰 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｶｻ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
3 270 鈴木　慎平 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
4 1206 吹留　朋誉 ﾌｷﾄﾞﾒ ﾄﾓﾀｶ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
5 7 吉田　隆明 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
6 450 大庭　浩太 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
7 393 岡崎　弘輔 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｽｹ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 66 鈴木　栄吾 ｽｽﾞｷ ｴｲｺﾞ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1

4組
1 110 田中　靖仁 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾄ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 990 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
3 305 細田卓次郎 ﾎｿﾀﾞ ﾀｸｼﾞﾛｳ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 596 遠藤　直斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
5 310 森永　友貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｷ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
6 995 福田　翔伍 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
7 1096 田中　宏治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 879 上原  泰祐 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｽｹ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2

5組
1 564 白川　敏也 ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾔ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
2 689 小林　克文 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾌﾐ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
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 4 奥出　泰史 ｵｸﾃﾞ ﾀｲｼ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
5 914 渡辺  元太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
6 486 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
7 671 永吉　一也 ﾅｶﾞﾖｼ ｶｽﾞﾔ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
8 918 白木    翔 ｼﾗｷ ｼｮｳ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3

Page: 1/2 Printing: 2005/08/29 7:33:47

加　盟

学関西
学関東
学中部
学関西

学関東
学中部
学九州
学関東

学関東
学関西
学九州
学関西

学関東
学関西
学関東
学関東

学関東
学関東
学関東
学関東

学関東
学中部
学関東
学関西

学関東
学関東
学関西
学関東

学関東
学関東
学関西
学関東

学関東
学中部
学関東

学関東
学中部
学関東
学関東



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. 60 男子    400m   個人メドレー   予選   7組 日本記録  4:14.79
大会記録  4:19.13

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 167 久恒　浩司 ﾋｻﾂﾈ ｺｳｼﾞ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
2 287 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
3 529 東　　　翔 ｱﾂﾞﾏ ｼｮｳ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
4 279 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
5 47 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 607 山﨑　崇裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 608 小野　翔平 ｵﾉ ｼｮｳﾍｲ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 1061 園中　良次 ｿﾉﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2

7組
1 56 長谷川育巳 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸﾐ 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
2 710 田口　涼也 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 445 森　　康聡 ﾓﾘ ﾔｽｱｷ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 438 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
5 468 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
6 31 藤本　翔大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
7 513 山上　勝士 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶﾂｼ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
8 281 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
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