
第65回全国国公立大学選手権水泳競技大会

山口きらら博記念公園水泳プール  

Page    1

スタートリスト
競技№：  12 男子  200m 背泳ぎ 予選

日本記録 1:52.51

大会記録 2:00.32

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

2018/08/11 12:38:26 SEIKO Swimming Results System

 1組
 0

 1

 2

 3 学関東   211 後藤　怜士 ｺﾞﾄｳ ﾚｲｼﾞ   千葉大 大3

 4 学中国   736 佐古田　優 ｻｺﾀﾞ ﾕｳ   高知大 大2

 5 学関西   625 俣野　弘貴 ﾏﾀﾉ ﾋﾛｷ   京都府立医大 大5
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 2組
 0

 1 学中部   372 鳴神　勘太 ﾅﾙｶﾐ ｶﾝﾀ   金沢大 大4

 2 学関東    75 金田倫太朗 ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ   埼玉大 大1

 3 学北部   971 奥野　芳大 ｵｸﾉ ﾖｼﾋﾛ   北海道大 大2

 4 学関東   239 江田裕二郎 ｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ   防衛大 大2

 5 学九州   848 大石　和孝 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾀｶ   大分大 大3

 6 学中部   306 青木　　翼 ｱｵｷ ﾂﾊﾞｻ   名古屋大 大2

 7 学九州   809 岡﨑　直斗 ｵｶｻﾞｷ ﾅｵﾄ   九州大 大1

 8 学関東    52 中里慎太郎 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝﾀﾛｳ   横浜国立大 大1

 9

 3組
 0 学関西   483 進　　貴裕 ｼﾝ ﾀｶﾋﾛ   大阪市立大 大3

 1 学関西   457 奥村　素生 ｵｸﾑﾗ ﾓﾄｷ   大阪大 大4

 2 学中国   649 近藤　亨一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ   徳島大 大3

 3 学関東    11 武藤　倫平 ﾑﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ   東京学芸大 大2

 4 学北部   928 市川　大樹 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ   東北大 大4

 5 学関西   596 奥田　悠介 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ   大阪府立大 大1

 6 学中国   658 石崎　　翔 ｲｼｻﾞｷ ｶｹﾙ   愛媛大 大3

 7 学関西   551 堀下　駿太 ﾎﾘｼﾀ ｼｭﾝﾀ   京都大 大2

 8 学関西   461 藤元　拓哉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ   大阪大 大4

 9 学関東    90 福山　　肇 ﾌｸﾔﾏ ｱﾗﾀ   首都大 大3

 4組
 0 学中国   757 佐久間海史 ｻｸﾏ ｶｲｼ   山口大 大3

 1 学中部   378 坂下　侑哉 ｻｶｼﾀ ﾕｳﾔ   金沢大 大2

 2 学関東   122 田中虎太郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ   東京大 大3

 3 学関東    98 増田　　駿 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝ   首都大 大1

 4 学北部  1010 山田　竜雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ   札幌医科大 大3

 5 学関西   580 黒田　仁哉 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ   滋賀大 大2

 6 学関東   119 栗原　　健 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ   東京大 大2

 7 学中国   754 佐々木健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ   山口大 大4

 8 学関東   219 加藤　誠和 ｶﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ   千葉大 大3

 9 学関西   509 大海　陸人 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ   神戸大 大1

 5組
 0 学関東   132 川瀬源太郎 ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ   東京農工大 大2

 1 学九州   800 上薗　稔洋 ｳｴｿﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ   九州大 大2

 2 学中国   687 古賀　　颯 ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ   岡山大 大3

 3 学北部   995 村山　洸志 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ   秋田大 大1

 4 学関西   550 藤本　雄磨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ   京都大 大3

 5 学中部   294 本木　聖也 ﾓﾄｷ ｾｲﾔ   名古屋大 大3

 6 学九州   815 久保田健斗 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ   長崎大 大3

 7 学関西   544 末木　聖大 ｽｴｷ ｼｮｳﾀ   京都大 大4

 8 学関東    69 高橋　速斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ   埼玉大 大2

 9 学九州   811 富﨑　　脩 ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ 九州大              大1
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 6組
 0 学関西   469 吉岡　　晋 ﾖｼｵｶ ｼﾝ   大阪大 大2

 1 学北部  1016 工藤　雅也 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ   岩手県立大 大3

 2 学関西   490 小峯　力輝 ｺﾐﾈ ﾘｷ   大阪市立大 大2

 3 学関西   448 中嶋　和志 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ   大阪教育大 大2

 4 学九州   895 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ   鹿屋体育大 大2

 5 学関西   442 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ   大阪教育大 大3

 6 学関東   115 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ   東京大 大4

 7 学北部   968 山﨑　　仁 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ   北海道大 大3

 8 学中国   712 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ   広島大 大1

 9 学関西   497 森　　圭祐 ﾓﾘ ｹｲｽｹ   神戸大 大4

 7組
 0 学中部   305 井浦　雄斗 ｲｳﾗ ﾕｳﾄ   名古屋大 大2

 1 学中部   425 小林　京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ   新潟大 大2

 2 学関東   221 郷　　祐馬 ｺﾞｳ ﾕｳﾏ   千葉大 大2

 3 学中部   358 宮本　悠矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ   愛知教育大 大2

 4 学関東   177 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ   筑波大 大1

 5 学九州   891 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ   鹿屋体育大 大4

 6 学北部   927 髙橋　裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ   東北大 大4

 7 学中部   419 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ   名古屋工業大 大2

 8 学関西   525 小梶　琢也 ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ   和歌山大 大4

 9 学北部  1009 玉井　勝是 ﾀﾏｲ ｶﾂﾕｷ   札幌医科大 大4

 8組
 0 学中部   332 近藤　倫教 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ   岐阜大 大2

 1 学中部   416 望月　大輝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ   名古屋工業大 大3

 2 学関西   485 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ   大阪市立大 大3

 3 学九州   897 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ   鹿屋体育大 大2

 4 学関東   172 赤坂　健太 ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ   筑波大 大2

 5 学関東   159 秦　　俊陽 ﾊﾀ ﾄｼｱｷ   筑波大 大4

 6 学中部   361 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ   愛知教育大 大1

 7 学中国   659 大政　勝喜 ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ   愛媛大 大1

 8 学北部   926 工藤　栄大 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ   東北大 大4

 9 学中部   437 川瀬　裕斗 ｶﾜｾ ﾕｳﾄ   静岡県立大 大2




