
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. :  46 男子  100m 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
2
3 学九州 979 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 鹿屋体育大 大4
4 学九州 955 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 福岡大 大3
5 学中国 905 塚原　　鉄 ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ 岡山大 大3
6 学北部 1045 平井　尚併 ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 北海道大 大1
7
8

2組
1 学関東 502 水村　　太 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾀｲ 城西大 大4
2 学関西 738 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 関西学院大 大2
3 学関東 264 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 筑波大 大2
4 学関西 730 道越　光星 ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ 大阪市立大 大3
5 学関東 317 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 神奈川大 大4
6 学関西 697 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大阪体育大 大3
7 学関東 172 三橋　拓也 ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ 国士舘大 大2
8 学中部 629 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 新潟医福大 大4

3組
1 学中部 642 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 新潟医福大 大1
2 学関西 795 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 近畿大 大2
3 学関東 363 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 東洋大 大2
4 学関西 701 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大阪体育大 大3
5 学関東 308 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 専修大 大1
6 学関西 689 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 大阪体育大 大4
7 学関東 505 畑中　駿汰 ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝﾀ 城西大 大2
8 学関東 288 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 青山学院大 大2

4組
1 学中部 639 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 新潟医福大 大2
2 学関東 165 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 国士舘大 大3
3 学関西 830 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 同志社大 大3
4 学関東 146 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 慶應義塾大 大1
5 学関東 139 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 慶應義塾大 大3
6 学関東 467 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 東海大 大3
7 学関東 254 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 筑波大 大4
8 学関東 351 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 東洋大 大4

5組
1 学関東 52 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中央大 大2
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 221 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 明治大 大4
4 学関東 431 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 日本大 大3
5 学関東 46 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 中央大 大3
6 学関東 519 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨学院大 大3
7 学関東 354 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大 大4
8 学関東 70 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 日本体育大 大4

6組
1 学関西 829 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 同志社大 大3
2 学関西 793 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 近畿大 大2
3 学関東 435 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 日本大 大2
4 学関東 37 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 中央大 大4
5 学関東 396 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 早稲田大 大2
6 学関西 734 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 関西学院大 大4
7 学中部 572 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 中京大 大1
8 学関東 12 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 法政大 大2
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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. :  46 男子  100m 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

7組
1 学中部 561 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 中京大 大3
2 学中部 552 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 中京大 大4
3 学関東 245 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 明治大 大1
4 学関東 426 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 日本大 大4
5 学関東 385 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 早稲田大 大4
6 学関東 230 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 明治大 大3
7 学関東 399 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 早稲田大 大2
8 学九州 985 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 鹿屋体育大 大3
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