
日本記録   7:02.26
競技No. :  52 男子 4x200m フリーリレー 予選

大会記録   7:13.31

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
1 207 福岡大 学九州 959 久保　和輝 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 大2

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 956 森政　祥人 ﾓﾘﾏｻ ﾖｼﾄ 大3
946 早田昌太郎 ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4
952 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 大4

2 92 東海大 学関東 466 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 460 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大4

462 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 大4
467 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 大3

3 106 山梨学院大 学関東 515 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 519 伊藤　裕馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 大3

527 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 大2
518 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 大4

4 47 明治大 学関東 235 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 241 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 大1

224 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大4
221 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大4

5 27 慶應義塾大 学関東 134 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 大6
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 136 髙橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 大4

137 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 大4
139 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 大3

6 75 東洋大 学関東 353 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 359 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 大3

355 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大4
354 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大4

7 68 神奈川大 学関東 324 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 330 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 大1

319 佐々木龍希 ｻｻｷ ﾘｭｳｷ 大3
328 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 大1

8 175 天理大 学関西 850 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 846 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 大4

851 浦田　悠介 ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ 大3
848 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大3
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2組
1 58 青山学院大 学関東 284 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 大3

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 287 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大2
288 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大2
286 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 大3

2 172 同志社大 学関西 828 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 824 佐々木善健 ｻｻｷ ﾖｼﾀｹ 大4

830 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 大3
825 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大4

3 113 中京大 学中部 558 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 557 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 大4

556 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 大4
573 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 大1

4 8 中央大 学関東 50 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 大2
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 38 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 大4

43 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 大3
47 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 大3

5 86 日本大 学関東 428 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 430 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大3

439 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 大1
427 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 大3

6 53 筑波大 学関東 253 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 256 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 大4

254 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大4
265 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 大2

7 155 関西学院大 学関西 742 増田　達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 大2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 738 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 大2

734 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 大4
743 田中　一路 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ 大1

8 180 関西大 学関西 864 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 867 萩原　涼介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 大1

865 吉田　怜生 ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ 大2
866 山本　そら ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 大2
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3組
1 145 大阪体育大 学関西 693 西本　憲伸 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 大3

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 701 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 大3
697 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大3
696 泉　　大雅 ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 大3

2 216 鹿屋体育大 学九州 985 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 991 水上　瑠日 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｶ 大1

981 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大4
979 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大4

3 15 日本体育大 学関東 69 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 70 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 大4

78 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 大2
68 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 大4

4 168 近畿大 学関西 798 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 794 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 大2

801 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 大1
783 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 大3

5 79 早稲田大 学関東 402 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 396 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 大2

387 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 大4
385 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 大4

6 5 法政大 学関東 9 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 5 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 大3

15 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 大1
8 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 大3

7 39 立教大 学関東 203 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 大3
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 204 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 大2

210 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 大1
207 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 大1

8 61 専修大 学関東 303 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 304 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 大2

308 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 大1
299 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 大4
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