
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. :  48 男子  100m 背泳ぎ 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 934 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 山口大 大4
4 学関東 140 丸山　斗夢 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾑ 慶應義塾大 大3
5 学九州 1004 濱崎　　凌 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ 九州共立大 大3
6
7
8

2組
1
2 学中部 673 縄井　彪士 ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ 東海学園大 大3
3 学中部 641 渡辺　悠登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 新潟医福大 大1
4 学関西 704 辻本　瑞樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大阪体育大 大1
5 学関西 883 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 大阪国際大 大4
6 学九州 983 二宮龍之介 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿屋体育大 大3
7 学九州 990 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 鹿屋体育大 大1
8

3組
1 学関東 526 本保　勇斗 ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ 山梨学院大 大2
2 学関東 520 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大 大3
3 学中部 574 塩田　羽登 ｼｵﾀ ﾜﾄ 中京大 大1
4 学中部 555 神近　一成 ｶﾐﾁｶ ｶｽﾞﾅﾘ 中京大 大4
5 学関西 739 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 関西学院大 大2
6 学関東 404 村上賢之慎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ 早稲田大 大1
7 学関西 688 南谷　和志 ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ 大阪体育大 大4
8 学関東 318 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川大 大4

4組
1 学関東 462 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東海大 大4
2 学関西 853 入江　五陸 ｲﾘｴ ｲﾂﾑ 天理大 大2
3 学北部 1047 村山　洸志 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 秋田大 大4
4 学関東 302 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 専修大 大3
5 学関東 3 竹鼻　幹太 ﾀｹﾊﾅ ｶﾝﾀ 法政大 大4
6 学関東 42 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中央大 大3
7 学関東 306 三瓶　嵩将 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ 専修大 大1
8 学九州 950 横川　　晶 ﾖｺｶﾞﾜ ｱｷ 福岡大 大4

5組
1 学関西 784 岡田　幸大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 近畿大 大3
2 学関西 796 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 近畿大 大2
3 学関東 13 由良　柾貴 ﾕﾗ ﾏｻｷ 法政大 大2
4 学関東 434 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 日本大 大3
5 学関東 440 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 日本大 大1
6 学関西 733 塩川　裕也 ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ 関西学院大 大4
7 学関東 263 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ 筑波大 大2
8 学関東 136 髙橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 慶應義塾大 大4

6組
1 学関東 49 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中央大 大3
2 学中部 559 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 中京大 大3
3 学関東 397 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 早稲田大 大2
4 学関東 238 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 明治大 大2
5 学関西 779 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 近畿大 大4
6 学関東 257 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 筑波大 大4
7 学関東 419 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 日本大 大4
8 学関西 741 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 関西学院大 大2
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7組
1 学関東 225 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 明治大 大4
2 学関東 207 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 立教大 大1
3 学中部 637 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 新潟医福大 大2
4 学関東 350 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 東洋大 大4
5 学関東 240 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 明治大 大1
6 学関東 365 川端　陸椰 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ 東洋大 大2
7 学関東 352 渡辺　皆斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 東洋大 大4
8 学九州 961 三原　一真 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡大 大2

2021/10/07 11:41:34 SEIKO Swimming Results System Page 2

スタートリスト


