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競技No. 72 男子    800m   リレー   予選   5組 日本記録  7:02.26
大会記録  7:15.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 福井工業大 889 竹田誠之介 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 大2
ﾌｸｲｺｳﾀﾞｲ 大学 891 金田　拓也 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 大1

890 長谷川　僚 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大2
884 河嶋　泰佑 ｶﾜｼﾏ ﾀｲｽｹ 大3

3 広島大 1392 西尾　　健 ﾆｼｵ ﾀｹﾙ 大2
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1391 赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 大2

1398 治田　翔平 ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大1
1390 阿部　誠司 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ 大3

4 仙台大 1552 星　　光輔 ﾎｼ ｺｳｽｹ 大4
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ 大学 1550 内田　駿佑 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 大4

1553 佐藤　裕貴 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大3
1554 小林　昂祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 大3

5 福岡教育大 1479 杉本　伊織 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 大1
ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 1474 辰本　拓磨 ﾀﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ 大3

1475 小松　正典 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 大2
1477 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大1

6 九州共立大 1539 須崎　大輝 ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1540 城　　匠己 ｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大1

1535 原　　絃貴 ﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 大2
1536 内村　将大 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 大2

7 香川大 1414 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1413 佐藤　龍太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 大1

1405 新井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 大3
1408 森　　健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 大3

8 明治大 416 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大1
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 409 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 大3

414 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 大1
405 渡邊　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大3

9
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2組
1 東北福祉大 2011 小池　智大 ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ 大1

ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 2015 阿部　悠太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 大1
2006 江本　　遼 ｴﾓﾄ ﾘｮｳ 大3
1597 佐藤　辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 大3

2 福岡大 1441 金森　　竣 ｶﾅﾓﾘ ｼｭﾝ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1456 藤山　晃亮 ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 大2

1453 大塚　貴之 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 大2
1446 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 大3

3 愛知学院大 795 野沢　　匠 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 大4
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 799 横塚　　篤 ﾖｺﾂｶ ｱﾂｼ 大1

800 岡田　真央 ｵｶﾀﾞ ﾏｵ 大1
801 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大1

4 慶應義塾大 211 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 199 慶長　聖也 ﾖｼﾅｶﾞ ｾｲﾔ 大4

216 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大2
209 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 大2

5 新潟大 894 長堀　一輝 ﾅｶﾞﾎﾘ ｶｽﾞｷ 大4
ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学 897 樋山　　光 ﾋﾔﾏ ｺｳ 大3

900 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 大1
899 宮嶋　秀彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 大1

6 岡山大 1369 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1366 高村　　健 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ 大2

1359 南　　佳樹 ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ 大4
1357 安原　　遼 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ 大4

7 拓殖大 336 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 大1
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 334 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 大1

319 矢野　宏基 ﾔﾉ ﾋﾛｷ 大4
317 齋藤　学海 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 大4

8 東海学園大 953 水上　拓也 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 960 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 大1

958 伊藤うめまる ｲﾄｳ ｳﾒﾏﾙ 大2
954 竹内　柊介 ﾀｹﾉｳﾁ ｼｭｳｽｹ 大3

9 新潟医福大 903 大友　瑛史 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾌﾐ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 916 青木　陽佑 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 大2

921 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 大2
929 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 大1

10 山口大 1423 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 大4
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1432 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 大1

1429 齋藤　直斗 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 大2
1424 清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 大3
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3組
1 関西学院大 1048 森芳　慎平 ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍﾟｲ 大3

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1049 前家　　空 ﾏｴﾔ ｿﾗ 大3
1066 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大1
1044 亀谷　昌晃 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 大4

2 順天堂大 686 岡田　　涼 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 680 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大4

688 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 大3
701 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 大1

3 京都大 1283 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 大4
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学 1296 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

1293 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 大2
1288 内田　明宏 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 大3

4 鹿屋体育大 1488 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1493 山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大4

1504 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大1
1506 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 大1

5 同志社大 1170 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1166 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 大2

1162 大橋　雅史 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 大3
1172 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大1

6 中央大 69 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 64 齋藤　陽介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 大3

71 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 大2
55 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ 大4

7 山梨学院大 739 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 731 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 大3

729 永尾　裕也 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾔ 大4
734 青木　　賢 ｱｵｷ ｹﾝ 大3

8 天理大 1188 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 大4
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1206 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大1

1185 木村　将大 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 大4
1189 谷口　大侑 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 大4

9 甲南大 1099 藤岡　裕樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大2
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大学 1095 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大3

1100 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 大1
1098 濵崎　洋介 ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 大2

10 東北学院大 1579 三瓶　　光 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋｶﾙ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1566 笹川　泰裕 ｻｻｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 大3

1567 鋤崎　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 大3
1564 加藤　　怜 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 大4
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4組
1 立教大 349 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 大4

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 350 大橋　勇斗 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 大4
363 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 大2
376 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大1

2 桃山学院大 1156 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 大1
ﾓﾓﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1152 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 大2

1151 片平　和樹 ｶﾀﾋﾗ ｶｽﾞｷ 大4
1153 松井　優樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 大2

3 大阪教育大 1025 吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大1
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1019 甲津　祐貴 ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ 大4

1024 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大2
1020 大畑　健介 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ 大4

4 法政大 24 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 25 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 大2

15 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3
12 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 大4

5 日本大 587 茂木　慧太 ﾓﾃｷ ｹｲﾀ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 616 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 大1

612 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大1
607 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大2

6 日本体育大 105 山崎　祐輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 94 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 大4

115 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 大2
101 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 大4

7 大阪体育大 992 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 998 築山　翔太 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大1

989 丸谷　哲也 ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大3
1000 林　　聖大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 大1

8 東海大 631 餅月　奨悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 634 谷地　政哉 ﾔﾁ ﾏｻﾔ 大4

660 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 大1
657 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大1

9 国士舘大 277 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 273 遠藤　太陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ 大2

288 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 大1
266 中道　壮大 ﾅｶﾐﾁ ｿｳﾀﾞｲ 大3

10 桐蔭横浜大 771 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 大4
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 776 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 大2

785 山本　泰史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 大1
774 宮崎　聡貴 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｷ 大2
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5組
1 びわこ成蹊大 1342 田中　智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 大3

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大学 1346 前野　湧太 ﾏｴﾉ ﾕｳﾀ 大1
1345 西山　太亮 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｽｹ 大3
1340 二宮　健太 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝﾀ 大4

2 近畿大 1112 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1115 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 大4

1124 三木　克規 ﾐｷ ｶﾂﾉﾘ 大2
1118 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 大3

3 立命館大 1309 大黒　晃季 ｵｵｸﾛ ｺｳｷ 大2
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1304 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 大3

1300 髙岡　　航 ﾀｶｵｶ ﾜﾀﾙ 大3
1311 八木　良樹 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ 大2

4 早稲田大 550 柴田慎一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 547 五十川祐記 ｲｿｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大4

548 深谷　　皇 ﾌｶﾔ ｺｳ 大4
565 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大1

5 中京大 831 日髙　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 820 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 大3

824 野田　　樹 ﾉﾀﾞ ｲﾂｷ 大3
815 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 大4

6 東洋大 529 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 520 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 大3

514 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 大4
530 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 大1

7 関西大 1254 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1252 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大1

1246 東　　大貴 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大2
1233 仲埜　成雄 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ 大4

8 神奈川大 465 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 480 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

477 藤井　大立 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾀｶ 大2
478 勝田　康貴 ｶﾂﾀ ｺｳｷ 大2

9 専修大 443 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 449 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 大1

435 戸野本純希 ﾄﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 大4
436 吉次　恭祐 ﾖｼﾂｷﾞ ｷｮｳｽｹ 大4

10 神戸大 1101 矢野　尊彦 ﾔﾉ ﾀｶﾋｺ 大4
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学 1103 平川　　翔 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ 大4

1110 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ 大2
1105 安倍　健登 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 大3
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