
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. :  26 男子  200m 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 学関東 324 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 神奈川大 大2
2 学関東 467 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 東海大 大3
3 学関東 256 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 筑波大 大4
4 学九州 977 田尻　直輝 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ 熊本学園大 大3
5 学関東 330 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 神奈川大 大1
6 学関西 824 佐々木善健 ｻｻｷ ﾖｼﾀｹ 同志社大 大4
7 学関東 286 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 青山学院大 大3
8 学関東 1 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 東京学芸大 大2

2組
1 学関西 697 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大阪体育大 大3
2 学関東 518 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 山梨学院大 大4
3 学関西 696 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 大阪体育大 大3
4 学関西 828 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 同志社大 大3
5 学中部 573 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 中京大 大1
6 学関東 304 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 専修大 大2
7 学関東 484 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 順天堂大 大4
8 学関西 742 増田　達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 関西学院大 大2

3組
1 学関東 527 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 山梨学院大 大2
2 学関東 254 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 筑波大 大4
3 学関東 385 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 早稲田大 大4
4 学中部 557 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 中京大 大4
5 学関東 466 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 東海大 大4
6 学関西 850 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 天理大 大3
7 学関西 867 萩原　涼介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 関西大 大1
8 学関東 359 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 東洋大 大3

4組
1 学関東 9 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 法政大 大2
2 学関東 69 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 日本体育大 大4
3 学関東 221 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 明治大 大4
4 学関東 428 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 日本大 大3
5 学関東 431 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 日本大 大3
6 学関東 391 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 早稲田大 大3
7 学関西 794 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 近畿大 大2
8 学関東 226 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 明治大 大4

5組
1 学関東 139 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 慶應義塾大 大3
2 学関西 825 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 同志社大 大4
3 学関東 46 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 中央大 大3
4 学関西 801 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 近畿大 大1
5 学関東 38 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 中央大 大4
6 学関東 245 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 明治大 大1
7 学中部 561 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 中京大 大3
8 学関西 693 西本　憲伸 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 大阪体育大 大3

6組
1 学関東 81 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 日本体育大 大2
2 学関東 134 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 慶應義塾大 大6
3 学関東 354 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大 大4
4 学関東 396 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 早稲田大 大2
5 学関東 427 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 日本大 大3
6 学関東 299 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 専修大 大4
7 学関東 203 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 立教大 大3
8 学関東 204 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 立教大 大2
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