
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  1:45.24

大会記録  1:49.89

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

内村　駿佑 ｳﾁﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
伊藤　史斗 ｲﾄｳ ﾌﾐﾄ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
齋藤　武蔵 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 福島大 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ
治田　翔平 ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
高林　佑灯 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
出口　智嗣 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾂｸﾞ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ

2組 伊達　大晃 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
大西　晃司 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
北澤　慧真 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲﾏ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
吉村　純平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
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
本多　　光 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
小椋　優作 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｻｸ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
海野　文希 ｳﾐﾉ ﾌﾐｷ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
中島　隼輔 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ

3組 円田　康寛 ｴﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
中村　　佳 ﾅｶﾑﾗ ｶｲ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
村山　亮太 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
齋藤　直斗 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
阿保　貴大 ｱﾎﾞ ｺｳﾀﾞｲ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
藤中　大地 ﾌｼﾞﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
脇谷雄一朗 ﾜｷﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
井幡　雅文 ｲﾊﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
阿部　誠司 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
森　　健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ

4組 植木　貴道 ｳｴｷ ﾀｶﾐﾁ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
川端　晃央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
石井　勝也 ｲｼｲ ｶﾂﾔ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
元下　知季 ﾓﾄｼﾀ ﾄﾓｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
山田　尚緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
矢野　尊彦 ﾔﾉ ﾀｶﾋｺ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
宮嶋　秀彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
野口　裕生 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
三角　恭平 ﾐｽﾐ ｷｮｳﾍｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ

5組 桐生　顕大 ｷﾘｭｳ ｱｷﾋﾛ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
地引　　徹 ｼﾞﾋﾞｷ ﾄｵﾙ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
内田　明宏 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
松原　　亮 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
長谷川　顕 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
安倍　健登 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
宮原　悠磨 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾏ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
境野　瑞希 ｻｶｲﾉ ﾐｽﾞｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
宮本　泰輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
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9 学関東 140 大4

10 学関西 302 大1

7 学関西 357 大3

8 学関東 166 大2

5 学九州 690 大4

6 学中国 498 大1

3 学関西 391 大3

4 学中部 247 大2

1 学関東 134 大2

2 学中部 246 大3

9 学中国 546 大2

10 学関東 67 大3

7 学関西 352 大4

8 学中部 275 大1

5 学九州 704 大1

6 学関東 127 大4

3 学関東 129 大2

4 学中国 491 大2

1 学関東 56 大1

2 学中部 227 大3

9 学中国 519 大3

10 学中国 538 大3

7 学関西 324 大2

8 学中部 270 大3

5 学北部 814 大2

6 学九州 737 大1

3 学九州 626 大2

4 学中国 570 大2

1 学関西 326 大1

2 学関西 381 大4

9 学関東 61 大4

10 学関西 368 大2

7 学関東 75 大1

8 学中部 190 大4

5 学関西 301 大2

6 学関西 295 大4

3 学関西 395 大3

4 学九州 590 大3

1 学中国 571 大2

2 学関東 104 大2

9

10

7 学関東 105 大1

8 学中国 457 大2

5 学北部 751 大2

6 学中国 529 大1

3 学九州 613 大4

4 学関東 51 大1

1

2

スタートリスト
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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 清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ

西森　　賢 ﾆｼﾓﾘ ｻﾄｼ 高知工科大 ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ
木村　修平 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
松本　　拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
立花　一成 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
堀江　将一 ﾎﾘｴ ｼｮｳｲﾁ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
畑　　保志 ﾊﾀ ﾔｽｼ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
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9 学関東 155 大1

10 学関西 318 大2

7 学中部 278 大1

8 学中国 452 大3

5 学中国 497 大1

6 学九州 697 大3

3 学中国 475 大2

4 学関西 345 大2

1 学中国 563 大3

2 学中国 586 大3
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