
日本記録   3:29.91
競技No. :  34 男子 4x100m メドレーリレー 予選

大会記録   3:35.00

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
1 177 天理大 学関西 853 入江　五陸 ｲﾘｴ ｲﾂﾑ 大2

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 847 井本　海斗 ｲﾓﾄ ｶｲﾄ 大4
848 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3
850 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 大3

2 149 大阪体育大 学関西 688 南谷　和志 ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 684 須古井大輝 ｽｺｲ ﾋﾛｷ 大4

683 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大4
689 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大4

3 49 筑波大 学関東 257 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 262 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大3

259 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 大3
254 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大4

4 167 近畿大 学関西 779 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 776 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 大4

797 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 大1
795 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 大2

5 9 中央大 学関東 49 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 大3
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 59 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 大1

35 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 大4
37 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大4

6 14 日本体育大 学関東 74 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 79 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大2

68 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 大4
70 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 大4

7 91 東海大 学関東 462 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 468 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 大3

465 前川　雄紀 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大4
460 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大4

8 221 九州共立大 学九州 1004 濱崎　　凌 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ 大3
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1005 當銘　真人 ﾄｳﾒ ﾏｺﾄ 大3

1003 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 大4
1002 関　　健成 ｾｷ ｹﾝｾｲ 大4
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2組
1 215 鹿屋体育大 学九州 990 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 大1

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 986 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大2
981 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大4
985 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大3

2 154 関西学院大 学関西 733 塩川　裕也 ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 737 平井　佑典 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 大3

740 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 大2
734 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大4

3 6 法政大 学関東 13 由良　柾貴 ﾕﾗ ﾏｻｷ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 11 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 大2

5 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 大3
12 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 大2

4 87 日本大 学関東 440 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 436 近江ハリー ｵｳﾐ ﾊﾘｰ 大2

438 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 大2
426 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大4

5 77 東洋大 学関東 365 川端　陸椰 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 355 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大4

353 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大4
354 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大4

6 22 慶應義塾大 学関東 136 髙橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 142 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 大3

135 コーツリアム ｺｰﾂ ﾘｱﾑ 大3
139 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 大3

7 64 専修大 学関東 302 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 307 河原　隼斗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ 大1

308 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 大1
304 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 大2

8 173 同志社大 学関西 832 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 826 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大4

836 峰尾　　迅 ﾐﾈｵ ｼﾞﾝ 大2
823 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 大4
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3組
1 41 立教大 学関東 207 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 大1

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 205 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 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

2 107 山梨学院大 学関東 526 本保　勇斗 ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 516 吉松　滉輔 ﾖｼﾏﾂ ｺｳｽｹ 大4

515 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大4
519 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大3

3 114 中京大 学中部 559 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 569 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 大2

553 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 大4
552 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大4

4 80 早稲田大 学関東 397 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 383 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 大4

393 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 大3
399 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2

5 45 明治大 学関東 238 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 239 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 大2

229 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 大3
222 市川　光太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 大4

6 131 新潟医福大 学中部 637 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 633 加藤　永遠 ｶﾄｳ ﾄﾜ 大4

635 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 大3
639 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 大2

7 208 福岡大 学九州 961 三原　一真 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 953 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 大4

946 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4
951 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 大4

8 29 国士舘大 学関東 159 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 160 渡邊　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 大4

168 本田　翔規 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ 大3
165 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 大3
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