
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. :  50 男子  200m 平泳ぎ 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 学関東 307 河原　隼斗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ 専修大 大1
2 学関西 886 有田　瑞晃 ｱﾘﾀ ｽﾞｲｺｳ びわこ成蹊大 大4
3 学関西 691 松本匠太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪体育大 大3
4 学九州 1005 當銘　真人 ﾄｳﾒ ﾏｺﾄ 九州共立大 大3
5 学関西 826 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 同志社大 大4
6 学関西 881 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 立命館大 大1
7 学関東 177 安原　聖力 ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ 国士舘大 大1
8 学関西 827 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 同志社大 大4

2組
1 学関東 516 吉松　滉輔 ﾖｼﾏﾂ ｺｳｽｹ 山梨学院大 大4
2 学関西 722 樫根滉太郎 ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ 大阪教育大 大3
3 学関西 868 廣本　　新 ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ 関西大 大1
4 学関東 267 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 筑波大 大1
5 学関西 690 森脇　裕大 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪体育大 大4
6 学中部 547 森田　耕輔 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 中京大 大4
7 学九州 949 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 福岡大 大4
8 学関東 87 小泉　龍馬 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ 日本体育大 大1

3組
1 学九州 989 直江　篤樹 ﾅｵｴ ｱﾂｷ 鹿屋体育大 大2
2 学関東 421 武藤　龍作 ﾑﾄｳ ﾘｭｳｻｸ 日本大 大4
3 学中部 632 佐藤　　廉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 新潟医福大 大4
4 学関東 205 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 立教大 大2
5 学関東 468 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 東海大 大3
6 学関東 265 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 筑波大 大2
7 学関東 326 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 神奈川大 大2
8 学関東 327 小山内元気 ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ 神奈川大 大2

4組
1 学関東 79 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 日本体育大 大2
2 学関東 39 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 中央大 大4
3 学関東 239 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 明治大 大2
4 学関東 392 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 早稲田大 大3
5 学関東 383 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 早稲田大 大4
6 学九州 953 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 福岡大 大4
7 学関西 684 須古井大輝 ｽｺｲ ﾋﾛｷ 大阪体育大 大4
8 学関東 59 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 中央大 大1

5組
1 学関東 54 幸田　太一 ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 中央大 大2
2 学関東 442 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 日本大 大1
3 学九州 986 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大 大2
4 学関東 355 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大 大4
5 学関東 11 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 法政大 大2
6 学関東 395 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 早稲田大 大3
7 学関東 443 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 大1
8 学中部 571 尾矢　海太 ｵﾔ ｼｲﾀ 中京大 大1

6組
1 学関西 776 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 近畿大 大4
2 学関東 236 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 明治大 大2
3 学関東 262 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 筑波大 大3
4 学関東 142 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 慶應義塾大 大3
5 学関東 141 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 慶應義塾大 大3
6 学関東 228 伊藤　圭郷 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 明治大 大4
7 学関西 802 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 近畿大 大1
8 学中部 569 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 中京大 大2
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