
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

日本記録   3:12.54
競技No. :  14 男子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:16.86

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
1 55 青山学院大 学関東 288 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 286 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 大3
287 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大2
284 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 大3

2 25 慶應義塾大 学関東 146 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 大1
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 136 髙橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大4

134 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 大6
139 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 大3

3 2 法政大 学関東 12 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 5 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 大3

13 由良　柾貴 ﾕﾗ ﾏｻｷ 大2
4 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 大4

4 7 中央大 学関東 46 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 52 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 大2

58 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 大1
38 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 大4

5 169 同志社大 学関西 825 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 833 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大2

830 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 大3
829 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 大3

6 109 山梨学院大 学関東 519 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 515 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大4

518 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 大4
517 田村　　麗 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 大4

7 67 神奈川大 学関東 321 角　　俊介 ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 329 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 大1

330 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 大1
323 西田　拓郎 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 大2

8 40 立教大 学関東 210 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 204 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 大2

208 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 大1
203 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 大3
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2組
1 62 専修大 学関東 304 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 大2

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 309 齋藤　慶介 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 大1
308 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 大1
299 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大4

2 54 筑波大 学関東 260 小島健太郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 264 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 大2

261 野副　　隼 ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ 大3
254 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大4

3 78 東洋大 学関東 354 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 363 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 大2

351 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 大4
355 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大4

4 89 日本大 学関東 431 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 432 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 大3

428 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 大3
426 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大4

5 81 早稲田大 学関東 396 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 385 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大4

399 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2
389 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 大4

6 156 関西学院大 学関西 738 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 大2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 744 久世　航大 ｸｾﾞ ｺｳﾀﾞｲ 大1

731 勝見　駿佑 ｶﾂﾐ ｼｭﾝｽｹ 大4
734 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大4

7 16 日本体育大 学関東 70 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 69 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 大4

78 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 大2
68 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 大4

8 96 東海大 学関東 467 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 460 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大4

462 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大4
466 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大4
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3組
1 135 新潟医福大 学中部 639 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 大2

ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 629 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 大4
642 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 大1
630 野極　陽向 ﾉｷﾞﾜ ﾋﾅﾀ 大4

2 147 大阪体育大 学関西 701 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 696 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 大3

697 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大3
689 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大4

3 165 近畿大 学関西 793 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 787 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 大3

795 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 大2
801 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 大1

4 46 明治大 学関東 245 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 大1
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 230 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 大3

222 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 大4
221 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大4

5 117 中京大 学中部 561 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 550 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 大4

563 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 大3
549 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 大4

6 218 鹿屋体育大 学九州 985 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 980 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 大4

991 水上　瑠日 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｶ 大1
979 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大4

7 206 福岡大 学九州 946 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 951 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 大4

962 小林　達郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 大1
955 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 大3

8 176 天理大 学関西 850 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 848 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3

846 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 大4
853 入江　五陸 ｲﾘｴ ｲﾂﾑ 大2

2021/10/08 10:11:10 SEIKO Swimming Results System Page 3

スタートリスト


