
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. :  30 男子  200m 個人メドレー 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 学中国 930 多川　莉玖 ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 松山大 大1
4 学関西 687 岸田　晃祐 ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 大阪体育大 大4
5 学北部 1027 大江　奈知 ｵｵｴ ﾅﾁ 東北学院大 大2
6
7
8

2組
1 学関西 863 長谷川大亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 関西大 大3
2 学関東 309 齋藤　慶介 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 専修大 大1
3 学関西 703 北村　祥瑛 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 大阪体育大 大2
4 学中部 562 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 中京大 大3
5 学九州 982 戸田　亮真 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 鹿屋体育大 大4
6 学関東 360 田中　万葉 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 東洋大 大3
7 学関東 320 山下　　諒 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 神奈川大 大3
8

3組
1 学関東 265 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 筑波大 大2
2 学関東 388 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大 大4
3 学関東 258 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 筑波大 大3
4 学関東 56 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 中央大 大1
5 学関東 305 長瀬　　空 ﾅｶﾞｾ ｿﾗ 専修大 大2
6 学関東 231 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 明治大 大3
7 学関西 846 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 天理大 大4
8 学関西 743 田中　一路 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ 関西学院大 大1

4組
1 学関東 78 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 日本体育大 大2
2 学関東 437 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 日本大 大2
3 学関東 402 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大 大1
4 学関西 787 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 近畿大 大3
5 学関東 242 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 明治大 大1
6 学関西 789 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 近畿大 大3
7 学関東 329 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川大 大1
8 学中部 556 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 中京大 大4

5組
1 学関西 769 志水　建斗 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 甲南大 大1
2 学関東 284 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 青山学院大 大3
3 学関東 253 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 筑波大 大4
4 学関東 2 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 法政大 大4
5 学関東 44 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大 大3
6 学関東 469 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大 大3
7 学関東 520 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大 大3
8 学関東 15 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 法政大 大1

6組
1 学関東 422 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 日本大 大4
2 学関東 400 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大 大2
3 学関西 793 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 近畿大 大2
4 学中部 558 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大 大3
5 学関東 441 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 日本大 大1
6 学関東 137 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大 大4
7 学関東 287 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 青山学院大 大2
8 学関東 53 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 中央大 大2
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