
第60回全国国公立大学選手権水泳競技大会 Page    1

鹿児島・鴨池公園水泳プール

日本記録  1:55.74

大会記録  2:02.46

氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組 古牧佑一朗 ｺﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ

松村　　慎 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
青野　鉄平 ｱｵﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
伊藤　史斗 ｲﾄｳ ﾌﾐﾄ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
菊池　理寛 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
伊達　大晃 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
平泉　将浩 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
出口　智嗣 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾂｸﾞ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
山本　　望 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
藤中　大地 ﾌｼﾞﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ

2組 荒谷　　志 ｱﾗﾔ ﾉｿﾞﾐ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ
中部屋大輔 ﾅｶﾍﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
小西　寛城 ｺﾆｼ ﾋﾛｷ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
別府　颯太 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾀ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
土屋　大貴 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
畑　　保志 ﾊﾀ ﾔｽｼ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
酒井龍之介 ｻｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
小岩井悠史 ｺｲﾜｲ ﾕｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
谷口　大輔 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
藤田　　宙 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ

3組 前澤　制覇 ﾏｴｻﾞﾜ ｾｲﾊ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
諏訪　貴洋 ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
境野　瑞希 ｻｶｲﾉ ﾐｽﾞｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
藤井　脩道 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾄﾞｳ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
伊藤　竜大 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
大和啓太郎 ﾔﾏﾄ ｹｲﾀﾛｳ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
中村　　佳 ﾅｶﾑﾗ ｶｲ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
立石佐太郎 ﾀﾃｲｼ ｻﾀﾛｳ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
山根　健史 ﾔﾏﾈ ﾀｹｼ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ

4組 國光　立真 ｸﾆﾐﾂ ﾀﾂﾏ 信州大 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ
小松　正典 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
安倍　健登 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
立花　一成 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
松尾　　賢 ﾏﾂｵ ｻﾄｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
武藤　　寛 ﾑﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県立大 ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂ
江藤　　啓 ｴﾄｳ ｹｲ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
福田　洋顕 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 松江工業高専 ﾏﾂｴｺｳｾﾝ
佐藤　龍太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ

5組 馬越　　新 ｳﾏｺｼ ｱﾗﾀ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
米田　拓馬 ﾏｲﾀ ﾀｸﾏ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ
横川　　淳 ﾖｺｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
井上　隆介 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｽｹ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
関谷　洸希 ｾｷﾔ ｺｳｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
小笠原健泰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹﾔｽ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
安慶名　悠 ｱｹﾞﾅ ﾋﾛｼ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
竹田　大祐 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
穂苅　健人 ﾎｶﾞﾘ ｹﾝﾄ 福島大 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ
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9 学関東 54 大1

10 学北部 750 大2

7 学中国 443 大3

8 学九州 732 大3

5 学関西 386 大4

6 学中国 488 大3

3 学中国 547 大2

4 学中部 274 大2

1 学関東 3 大1

2 学北部 809 大2

9 学中国 588 大2

10 学中国 540 大1

7 学北部 821 大3

8 学九州 606 大2

5 学九州 702 大2

6 学中国 499 大1

3 学関西 357 大3

4 学中国 452 大3

1 学中部 259 大2

2 学九州 592 大2

9 学北部 762 大3

10 学関西 297 大1

7 学関西 399 大2

8 学関西 381 大4

5 学関西 329 大1

6 学関東 132 大2

3 学関東 69 大2

4 学関東 140 大4

1 学関東 135 大2

2 学北部 815 大1

9 学九州 636 大2

10 学北部 758 大4

7 学関西 301 大2

8 学関東 107 大1

5 学中部 271 大2

6 学関西 318 大2

3 学関東 74 大1

4 学関西 299 大2

1 学北部 807 大3

2 学関西 363 大2

9 学関西 353 大4

10 学九州 737 大1

7 学関東 63 大4

8 学中国 457 大2

5 学中国 458 大2

6 学中国 571 大2

3 学中部 273 大2

4 学関東 51 大1

1 学関東 108 大1

2 学中部 248 大2

スタートリスト

競技番号：34　男子　 200m　個人メドレー　予選

水路 加　盟 選手番号 学年
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
6組 加藤　拓磨 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ

松原　　亮 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
児玉　優太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
菅野　拓矢 ｶﾝﾉ ﾀｸﾔ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ
松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
池田　拓人 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
角　　亮育 ｽﾐ ﾘｮｳｽｹ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
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9 学中部 183 大2

10 学九州 616 大1

7 学北部 808 大2

8 学九州 707 大1

5 学中国 438 大4

6 学中国 495 大2

3 学関東 38 大2

4 学九州 705 大1

1 学関西 346 大1

2 学中部 247 大2

スタートリスト

競技番号：34　男子　 200m　個人メドレー　予選

水路 加　盟 選手番号 学年


