
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. :  44 男子  400m 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 学九州 958 長川　　匠 ｵｻｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 福岡大 大2
2 学関東 472 飯島　　凜 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾝ 東海大 大1
3 学関西 792 生見　泰聖 ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ 近畿大 大2
4 学中部 560 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 中京大 大3
5 学関東 388 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大 大4
6 学関西 687 岸田　晃祐 ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 大阪体育大 大4
7 学関東 305 長瀬　　空 ﾅｶﾞｾ ｿﾗ 専修大 大2
8 学北部 1021 髙橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 東北学院大 大3

2組
1 学関東 331 竹中　柊貴 ﾀｹﾅｶ ｼｭｳｷ 神奈川大 大1
2 学関東 231 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 明治大 大3
3 学関東 258 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 筑波大 大3
4 学九州 957 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 福岡大 大2
5 学関東 82 脇田　力旭 ﾜｷﾀ ﾘｷ 日本体育大 大2
6 学関西 743 田中　一路 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ 関西学院大 大1
7 学関東 284 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 青山学院大 大3
8 学関西 769 志水　建斗 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 甲南大 大1

3組
1 学関西 785 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 近畿大 大3
2 学関東 329 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川大 大1
3 学中部 558 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大 大3
4 学関東 241 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 明治大 大1
5 学関東 74 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大 大3
6 学関東 47 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中央大 大3
7 学九州 982 戸田　亮真 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 鹿屋体育大 大4
8 学中部 566 加藤　陽向 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 中京大 大2

4組
1 学関東 360 田中　万葉 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 東洋大 大3
2 学関東 15 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 法政大 大1
3 学関東 400 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大 大2
4 学関東 438 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 日本大 大2
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 437 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 日本大 大2
7 学関東 44 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大 大3
8 学関西 885 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ びわこ成蹊大 大4

5組
1 学関東 53 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 中央大 大2
2 学関東 137 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大 大4
3 学関東 242 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 明治大 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 2 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 法政大 大4
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 16 市川　　薫 ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ 法政大 大1
8 学関東 320 山下　　諒 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 神奈川大 大3
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