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 1組
 1

 2 学関東    99 栗原　　健          ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ            東京大              大1         

 3 学北部   836 佐藤　靖浩          ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ            北海道大            大3         

 4 学九州   678 田中　京介          ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ           九州大              大4         

 5 学関東    47 山下　　翼          ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ           横浜国立大          大1         

 6 学関東   205 古賀　耕介          ｺｶﾞ ｺｳｽｹ            防衛大              大4         

 7 学関西   390 松浦　智仁          ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾋﾄ           大阪教育大          大1         

 8 学関東    91 小島　　治          ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ            東京大              大4         

 9 学関東   206 井田平八郎          ｲﾀﾞ ﾍｲﾊﾁﾛｳ          防衛大              大3         

 2組
 1 学北部   879 土井　瑞基          ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ            弘前大              大3         

 2 学中部   257 竹中　悠祐          ﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ           名古屋大            大3         

 3 学中国   608 星野　雄亮          ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ            広島大              大3         

 4 学中国   642 池田　　駿          ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ            山口大              大3         

 5 学北部   837 安田　　驍          ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾙ            北海道大            大3         

 6 学関西   388 長島　昂平          ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ          大阪教育大          大1         

 7 学関東   100 佐々　成之          ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ           東京大              大2         

 8 学関西   414 南野　貴行          ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ            大阪大              大2         

 9 学北部   839 小原　　康          ｵﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ           北海道大            大3         

 3組
 1 学関東   139 宮村有樹彦          ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ           筑波大              大1         

 2 学関東    24 石井　孝明          ｲｼｲ ｺｳﾒｲ            電気通信大          大2         

 3 学九州   712 松岡　涼太          ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ           佐賀大              大3         

 4 学関西   489 松村　遼平          ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ          京都大              大3         

 5 学関東     4 鈴木　真央          ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ           東京学芸大          大3         

 6 学関西   417 吉岡　　晋          ﾖｼｵｶ ｼﾝ             大阪大              大1         

 7 学北部   856 阿部　　樹          ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ             宮教大              大2         

 8 学中部   367 小玉　修平          ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ          新潟大              大3         

 9 学九州   688 松田　昂大          ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ          九州大              大1         

 4組
 1 学関西   488 太皷地健一郎        ﾀｲｺﾁﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ        京都大              大3         

 2 学中部   337 坂下　侑哉          ｻｶｼﾀ ﾕｳﾔ            金沢大              大1         

 3 学九州   672 森本　　司          ﾓﾘﾓﾄ ﾂｶｻ            福岡教育大          大3         

 4 学関西   436 小峯　力輝          ｺﾐﾈ ﾘｷ              大阪市立大          大1         

 5 学中国   572 西田　　覚          ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ            島根大              大3         

 6 学関西   447 高見　維吹          ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ            神戸大              大3         

 7 学関東    61 金坂　和真          ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ           埼玉大              大1         

 8 学関東    51 永田　淳武          ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ            埼玉大              大3         

 9 学関東   236 西田　修平          ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ          群馬大              大2         

 5組
 1 学北部   801 後藤　大輝          ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ            東北大              大4         

 2 学中国   560 大西　伊吹          ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ           愛媛大              大2         

 3 学関東     6 村上　　岳          ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ            東京学芸大          大1         

 4 学中部   275 改田　　修          ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ            岐阜大              大3         

 5 学中国   610 安芸　祐作          ｱｷ ﾕｳｻｸ             広島大              大3         

 6 学九州   765 古賀圭一郎          ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ          鹿屋体育大          大1         

 7 学関西   433 中川　啓介          ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ          大阪市立大          大2         

 8 学九州   674 宮本　彬生          ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ            福岡教育大          大2         

 9 学中国   634 須佐　仁平          ｽｻ ｼﾞﾝﾍﾟｲ           海上保安大学校      大1         



第64回全国国公立大学選手権水泳競技大会            

福井しあわせ元気国体水泳競技（競泳）プレ大会      

敦賀市総合運動公園プール  

Page    2

スタートリスト
競技№：  34 男子  200m 個人メドレー 予選        日本記録 1:55.07

       大会記録 2:02.40

水路 加盟 登録№ 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

2017/08/11 11:38:22 SEIKO Swimming Results System

 6組
 1 学関東   187 松尾　勇太          ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ             千葉大              大2         

 2 学中部   297 成瀬　開斗          ﾅﾙｾ ｶｲﾄ             静岡大              大1         

 3 学関西   516 郡司　拓実          ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾐ           奈良教育大          大2         

 4 学中国   592 國本　大海          ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ            岡山大              大1         

 5 学中国   577 田中皐太郎          ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ           島根大              大2         

 6 学九州   762 田崎　竜成          ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ           鹿屋体育大          大2         

 7 学中国   594 行徳　克斗          ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ          岡山大              大1         

 8 学関東   203 飯田　潤哉          ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ          防衛大              大4         

 9 学関東     5 水越　勇人          ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ           東京学芸大          大3         

 7組
 1 学関西   483 児玉　雄二          ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ           京都大              大4         

 2 学関東   245 武藤　光輝          ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ             高崎経済大          大2         

 3 学中部   316 宮本　悠矢          ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ            愛知教育大          大1         

 4 学関西   533 松井　僚汰          ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ            大阪府立大          大3         

 5 学関東   130 山田　泰也          ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ            筑波大              大3         

 6 学関西   380 廣里　英幹          ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ           大阪教育大          大4         

 7 学中部   329 安井　康平          ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ            金沢大              大3         

 8 学九州   679 岩原　将吾          ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ          九州大              大2         

 9 学中部   369 生駒晃太朗          ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ           新潟大              大2         


