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 1組
 0    11 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   33 吾郷　　遼 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ 大2

   36 岩田　琉汰 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾀ 大1

   31 橋本　歩人 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾄ 大3

   30 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ 大4

 1    27 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   95 永吉雪之介 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｷﾉｽｹ 大2

   97 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 大1

   92 阿部　宗大 ｱﾍﾞ ﾑﾈﾋﾛ 大2

   88 野木　実佑 ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ 大3

 2    79 山梨大 学関東

ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ 大学

  288 白鳥　拓郎 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾛｳ 大1

  286 時岡　　匠 ﾄｷｵｶ ﾀｸﾐ 大3

  287 富山　稜平 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 大2

  289 稲葉　大周 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｼｭｳ 大1

 3   277 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  993 成田　圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 大3

  992 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大3

  991 鈴木　太悟 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 大2

  990 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ 大2

 4   283 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

 1003 新井田大輝 ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ 大2

 1002 小林　俊哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 大2

 1000 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大3

 1001 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 大2

 5   209 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  737 道端　智紀 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 大2

  735 豊田　裕也 ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ 大3

  739 湯口　勝也 ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 大1

  738 中 陽 ﾅｶ ｱｷﾗ 大2

 6    51 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  196 大田　光生 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 大3

  197 佐藤　創一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 大3

  201 立木　友之 ﾀﾁｷ ﾄﾓﾕｷ 大2

  199 東富　隆馬 ﾄｳﾄﾐ ﾘｭｳﾏ 大1

 7   231 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  823 森田　恭矢 ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ 大3

  825 高山虎之介 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 大2

  828 河田　陸大 ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ 大1

  826 岩永　稜人 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 大1

 8    57 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  216 藤田　湧登 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 大2

  217 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 大2

  212 平林　大樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 大3

  215 藤川健太朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 大2

 9    71 茨城大 学関東

ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ 大学

  261 佐藤　世良 ｻﾄｳ ｾﾗ 大3

  263 齋藤　宏史 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 大2

  264 渡邊　知哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 大2

  262 五十嵐理州 ｲｶﾗｼ ﾘｼｭｳ 大3
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 2組
 0    74 群馬大 学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大学

  271 矢尻　瑛久 ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋｻ 大4

  274 加藤　佑弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 大3

  278 小川　耕世 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 大1

  272 川島　　淳 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ 大4

 1   184 徳島大 学中国

ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ 大学

  651 松村　俊輝 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ 大2

  649 近藤　亨一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 大3

  648 辰巳　尚展 ﾀﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 大4

  650 綾　　敏希 ｱﾔ ﾄｼｷ 大1

 2   246 宮崎大 学九州

ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ 大学

  867 松室　明渡 ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ 大3

  870 伊藤　章博 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 大1

  872 内山　大和 ｳﾁﾔﾏ ﾔﾏﾄ 大1

  871 久山　真海 ﾋｻﾔﾏ ﾏｻﾐ 大1

 3   208 鳥取大 学中国

ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ 大学

  732 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大1

  731 加藤　翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 大1

  729 橋本　理貢 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 大3

  730 原　　功弥 ﾊﾗ ｺｳﾔ 大1

 4   287 北海道教育大 学北部

ﾎｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学

 1013 西川原啓太 ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ 大4

 1012 長内　駿宏 ｵｻﾅｲ ﾄｼﾋﾛ 大4

 1014 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大1

 1011 中谷　亮太 ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ 大4

 5   222 高知工科大 学中国

ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ 大学

  781 中原　雄太 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 大2

  779 西村　　駿 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ 大3

  780 菅原　千景 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｶｹﾞ 大3

  778 菰田　誉大 ｺﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大3

 6   240 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  857 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 大2

  854 澤本伸之輔 ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 大4

  858 東　　遼大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ 大2

  853 福岡　瑠青 ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ 大4

 7   147 和歌山大 学関西

ﾜﾀﾞｲ 大学

  525 小梶　琢也 ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ 大4

  531 五藤　　廉 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 大1

  527 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 大3

  529 久保田哲史 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ 大2

 8   186 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  661 長瀧　優人 ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ 大1

  660 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 大1

  654 大西　伊吹 ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ 大3

  655 橋堀　亮太 ﾊｼﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 大3

 9   116 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  427 水上　大河 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ 大1

  421 園田　俊哉 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 大3

  425 小林　京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 大2

  422 生駒晃太朗 ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ 大3



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    3

スタートリスト
競技№：  46 男子  800m リレー 予選

日本記録 7:02.26

大会記録 7:26.65

水路 登録№ 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

2018/08/12 9:39:01 SEIKO Swimming Results System

 3組
 0   257 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  918 吉田　空平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大3

  921 大坪　周平 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ 大2

  917 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大2

  922 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ 大1

 1    63 防衛大 学関東

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大学

  238 松本　佑介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1

  235 有嶋　貴裕 ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 大4

  234 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 大3

  236 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大3

 2     2 東京学芸大 学関東

ｶﾞｸｹﾞｲ 大学

   13 本間　貴楽 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾗ 大1

    2 鈴木　真央 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 大4

    3 水越　勇人 ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ 大4

    5 増田　光佑 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 大1

 3    97 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  358 宮本　悠矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 大2

  357 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

  360 松井　彰太 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 大1

  359 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 大2

 4   103 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  370 安井　康平 ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ 大4

  373 髙木　翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 大3

  380 川本　　天 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ 大1

  377 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 大2

 5   122 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  449 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大1

  447 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2

  443 長島　昂平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 大2

  448 中嶋　和志 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ 大2

 6   200 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  706 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4

  703 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4

  702 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大4

  713 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大1

 7   226 九州大 学九州

ｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  803 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大2

  810 牛島　　陸 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ 大1

  797 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3

  802 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

 8    21 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   71 竹内　　昴 ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ 大2

   77 高橋　賢信 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 大1

   64 永田　淳武 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ 大4

   73 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ 大2

 9   216 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  761 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大2

  765 加瀬　海斗 ｶｾ ｶｲﾄ 大2

  756 池田　　駿 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 大4

  755 房野　祐大 ﾎﾞｳﾉ ﾕｳﾀ 大4



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    4

スタートリスト
競技№：  46 男子  800m リレー 予選

日本記録 7:02.26

大会記録 7:26.65

水路 登録№ 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

2018/08/12 9:39:01 SEIKO Swimming Results System

 4組
 0     8 電気通信大 学関東

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ 大学

   25 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ 大2

   22 大里　則人 ｵｵｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ 大3

   28 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ 大1

   26 遠藤　　丈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 大3

 1    81 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  303 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

  296 山下　晃一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 大4

  302 是永　琢斗 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 大2

  290 森原　晃平 ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ 大4

 2   140 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  506 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大2

  501 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大3

  499 高見　維吹 ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ 大4

  496 山田　凌平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 大4

 3   134 大阪市立大 学関西

ｲﾁﾀﾞｲ 大学

  488 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大2

  484 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大3

  490 小峯　力輝 ｺﾐﾈ ﾘｷ 大2

  486 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大2

 4   251 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  901 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大1

  892 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 大3

  898 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 大2

  899 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大1

 5   163 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  579 藤本　　稜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 大3

  580 黒田　仁哉 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ 大2

  578 北川　友貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 大3

  581 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ 大1

 6    33 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  113 秋野　広佑 ｱｷﾉ ｺｳｽｹ 大4

  112 深野麟之介 ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 大3

  114 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大4

  108 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大4

 7   192 島根大 学中国

ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学

  675 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大3

  671 竹内　健悟 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ 大4

  669 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 大5

  678 大國　正登 ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻﾄ 大1

 8   128 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  458 大谷　翔吾 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 大4

  460 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大3

  464 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大3

  466 時任　晃成 ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ 大2

 9   206 香川大 学中国

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  723 西山　亮平 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 大3

  725 開原　健太 ｶｲﾊﾗ ｹﾝﾀ 大1

  720 公門　岳曉 ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ 大4

  722 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 大3
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 5組
 0   263 東北大 学北部

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学

  939 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大1

  929 中村　　丞 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ 大4

  938 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

  930 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大2

 1   234 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  835 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大3

  837 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 大2

  838 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大1

  836 野田　伊織 ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ 大3

 2    17 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   53 山下　　翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 大2

   58 松川　晃己 ﾏﾂｶﾜ ｺｳｷ 大1

   49 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 大3

   54 内藤　大智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 大2

 3   271 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  960 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 大4

  959 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大4

  973 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大1

  962 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大4

 4    45 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  157 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 大4

  174 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 大1

  162 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 大4

  176 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 大1

 5   169 大阪府立大 学関西

ﾌﾀﾞｲ 大学

  594 徳永　海斗 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ 大3

  588 林田　風汰 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ 大4

  589 服部励太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ 大3

  593 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ 大3

 6   194 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  691 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大2

  684 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大3

  690 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大2

  689 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大2

 7   153 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  545 柳瀬　航太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ 大4

  543 和田竜太朗 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大3

  538 松村　遼平 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大4

  542 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 大4

 8    87 岐阜大 学中部

ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大学

  327 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 大3

  317 改田　　修 ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ 大4

  323 堂本　恭兵 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 大3

  329 竹内　裕哉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 大1

 9    66 東京工業大 学関東

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  251 荒井　真太 ｱﾗｲ ｼﾝﾀ 大2

  252 岡野　　響 ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 大1

  247 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 大3

  248 小川原魁人 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ 大3


