
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. :  28 男子  100m バタフライ 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 1026 小野寺将大 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 東北学院大 大2
4 学関西 848 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 天理大 大3
5 学九州 955 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 福岡大 大3
6
7
8

2組
1
2 学関西 791 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 近畿大 大2
3 学関東 465 前川　雄紀 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東海大 大4
4 学関東 401 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 早稲田大 大1
5 学関東 523 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 山梨学院大 大3
6 学関西 725 生部　悠樹 ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ 大阪教育大 大1
7 学関東 80 倉知　大和 ｸﾗﾁ ﾔﾏﾄ 日本体育大 大2
8

3組
1 学関東 432 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大 大3
2 学関東 168 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 国士舘大 大3
3 学関西 740 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 関西学院大 大2
4 学関東 5 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 法政大 大3
5 学関東 418 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本大 大6
6 学関東 14 山崎　寛史 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ 法政大 大1
7 学関東 135 コーツリアム ｺｰﾂ ﾘｱﾑ 慶應義塾大 大3
8 学中部 601 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 至学館大 大4

4組
1 学関東 259 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 筑波大 大3
2 学関東 230 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 明治大 大3
3 学関東 229 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 明治大 大3
4 学関東 353 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 東洋大 大4
5 学関東 35 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 中央大 大4
6 学関東 243 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 明治大 大1
7 学関西 775 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 神戸大 大2
8 学九州 980 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 鹿屋体育大 大4

5組
1 学関東 60 松川　晟士 ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ 中央大 大1
2 学関東 503 神山　　隼 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 城西大 大3
3 学中部 554 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中京大 大4
4 学関東 515 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 山梨学院大 大4
5 学関東 45 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 中央大 大3
6 学中部 635 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 新潟医福大 大3
7 学関東 68 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 日本体育大 大4
8 学九州 981 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大 大4

6組
1 学関東 393 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 早稲田大 大3
2 学関西 797 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 近畿大 大1
3 学中部 553 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 中京大 大4
4 学関東 433 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 日本大 大3
5 学関西 786 塚本　康介 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 近畿大 大3
6 学中部 572 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 中京大 大1
7 学九州 946 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡大 大4
8 学関西 683 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大阪体育大 大4
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