
第97回日本学生選手権水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

競技No. :  2 男子   50m 自由形 予選

水路 加盟 登録No 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

1組
1
2
3 学北部 1054 南原　太蒼 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｿﾞｳ 室蘭工業大 大4
4 学関東 308 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 専修大 大1
5 学関東 164 入口　春来 ｲﾘｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 国士舘大 大4
6
7
8

2組
1
2 学関東 505 畑中　駿汰 ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝﾀ 城西大 大2
3 学中部 624 別所　　輝 ﾍﾞｯｼｮ ﾋｶﾙ 名古屋工業大 大1
4 学九州 960 大森　涼奨 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 福岡大 大2
5 学関西 689 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大阪体育大 大4
6 学関東 158 大川　和真 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾏ 東京大 大3
7 学関東 255 石井　優至 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ 筑波大 大4
8

3組
1 学関西 730 道越　光星 ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ 大阪市立大 大3
2 学中部 629 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 新潟医福大 大4
3 学関東 58 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中央大 大1
4 学関西 744 久世　航大 ｸｾﾞ ｺｳﾀﾞｲ 関西学院大 大1
5 学関東 302 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 専修大 大3
6 学関東 244 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 明治大 大1
7 学中部 639 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 新潟医福大 大2
8 学関西 862 中山　拓紀 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 関西大 大4

4組
1 学九州 985 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 鹿屋体育大 大3
2 学関西 790 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 近畿大 大3
3 学関東 146 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 慶應義塾大 大1
4 学関東 165 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 国士舘大 大3
5 学関西 781 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 近畿大 大4
6 学関西 848 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 天理大 大3
7 学関西 795 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 近畿大 大2
8 学関西 701 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大阪体育大 大3

5組
1 学関東 502 水村　　太 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀｲ 城西大 大4
2 学関西 734 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 関西学院大 大4
3 学関東 389 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 早稲田大 大4
4 学関東 394 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 早稲田大 大3
5 学中部 552 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 中京大 大4
6 学関東 52 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中央大 大2
7 学関東 418 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本大 大6
8 学中国 904 房野　泰知 ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ 岡山大 大3

6組
1 学中部 631 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 新潟医福大 大4
2 学関東 222 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 明治大 大4
3 学関東 399 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 早稲田大 大2
4 学関東 426 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大 大4
5 学関西 833 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 同志社大 大2
6 学関西 829 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 同志社大 大3
7 学関東 317 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 神奈川大 大4
8 学関東 260 小島健太郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 筑波大 大3
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7組
1 学関東 70 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 日本体育大 大4
2 学関東 519 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨学院大 大3
3 学関東 172 三橋　拓也 ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ 国士舘大 大2
4 学関東 37 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大 大4
5 学関東 264 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 筑波大 大2
6 学中部 549 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 中京大 大4
7 学関東 432 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大 大3
8 学中部 550 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 中京大 大4
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