
第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会            

                                                  

鴨池公園水泳プール  

Page    1

スタートリスト
競技№：  42 男子  100m 背泳ぎ 予選

       日本記録   52.24

     

       大会記録   55.26

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

2019/08/01 20:23:15 SEIKO Swimming Results System

 1組
 0

 1

 2 学中国   653 熊佐　裕介          ｸﾏｻ ﾕｳｽｹ            広島大              大4         

 3 学関西   418 南野　貴行          ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ            大阪大              大4         

 4 学中部   378 齋藤　　匠          ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ            名古屋工業大        大3         

 5 学中部   326 山本　翔大          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ           愛知教育大          大1         

 6 学関西   452 梅井　一輝          ｳﾒｲ ｶｽﾞｷ            大阪市立大          大1         
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 2組
 0 学中国   682 佐古田　優          ｻｺﾀﾞ ﾕｳ             高知大              大3         

 1 学中国   680 豊田　裕也          ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ             高知大              大4         

 2 学北部   932 村岡　孝義          ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ           秋田大              大3         

 3 学関東    85 加藤　綾斗          ｶﾄｳ ﾘｮｳﾄ            首都大              大2         

 4 学九州   750 宮﨑　崇史          ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ           九州大              大1         

 5 学中国   688 田村　真哉          ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ             高知大              大1         

 6 学関西   469 高橋　直希          ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ            神戸大              大2         

 7 学中国   619 遠藤　尚志          ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ         島根大              大3         

 8 学関東    67 吉田　敏康          ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾔｽ           埼玉大              大2         

 9 学中国   607 入江辰之介          ｲﾘｴ ｼﾝﾉｽｹ           愛媛大              大1         

 3組
 0 学中部   305 漆山　　真          ｳﾙｼﾔﾏ ﾏｺﾄ           三重大              大1         

 1 学関東   240 渕上　正浩          ﾌﾁｳｴ ﾏｻﾋﾛ           東京工業大          大1         

 2 学中国   605 藤田　京介          ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ          愛媛大              大2         

 3 学関西   463 志賀　寛和          ｼｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ           神戸大              大2         

 4 学関東   260 小山　尚哉          ｵﾔﾏ ﾅｵﾔ             宇都宮大            大1         

 5 学関東   102 平林　純征          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｾｲ       東京大              大3         

 6 学関東    82 小林　航大          ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ           首都大              大2         

 7 学中部   268 井浦　雄斗          ｲｳﾗ ﾕｳﾄ             名古屋大            大3         

 8 学関東   192 加藤　誠和          ｶﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ           千葉大              大4         

 9 学中国   657 前田　伊吹          ﾏｴﾀﾞ ｲﾌﾞｷ           広島大              大3         

 4組
 0 学関西   423 吉岡　　晋          ﾖｼｵｶ ｼﾝ             大阪大              大3         

 1 学中部   295 柳原　慎吾          ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ         静岡大              大2         

 2 学中部   357 川端　孝弥          ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂﾔ           福井大              大4         

 3 学九州   857 井上　天心          ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ           名桜大              大3         

 4 学中国   699 稲多　蛍輝          ｲﾅﾀﾞ ｹｲｷ            海上保安大          大1         

 5 学関東   203 小田桐昌臣          ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻｵﾐ         千葉大              大1         

 6 学北部   953 工藤　雅也          ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ            岩手県立大          大4         

 7 学関東     5 武藤　倫平          ﾑﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ           東京学芸大          大3         

 8 学中国   676 名村　太一          ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ             鳥取大              大1         

 9 学関西   451 森安　　響          ﾓﾘﾔｽ ﾋﾋﾞｷ           大阪市立大          大1         

 5組
 0 学関西   557 厚主　健太          ｺｳﾇｼ ｹﾝﾀ            奈良県立医大        大3         

 1 学中部   375 福田　賀優          ﾌｸﾀ ﾖｼﾏｻ            名古屋工業大        大4         

 2 学中部   282 近藤　倫教          ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ          岐阜大              大3         

 3 学関西   559 岩井　柊太          ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ            滋賀県立大          大3         

 4 学中国   729 三代龍之輔          ﾐｼﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ          松江工業高専        大4         

 5 学中国   610 大河内健人          ｵｵｺｳﾁ ｹﾝﾄ           愛媛大              大1         

 6 学中国   636 古賀　　颯          ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ             岡山大              大4         

 7 学九州   860 佐藤　　快          ｻﾄｳ ｶｲ              名桜大              大2         

 8 学関西   545 奥田　悠介          ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ           大阪府立大          大2         

 9 学関東   241 江口　　淳          ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ           東京工業大          大1         
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 6組
 0 学九州   787 松岡　祐馬          ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ            佐賀大              大2         

 1 学関東   229 井上弥太郎          ｲﾉｳｴ ﾔﾀﾛｳ           防衛大              大1         

 2 学関東    60 金田倫太朗          ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ          埼玉大              大2         

 3 学北部   936 村山　洸志          ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ            秋田大              大2         

 4 学九州   828 黒川　真吾          ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ           鹿屋体育大          大3         

 5 学中国   735 奥田　真也          ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾔ            阿南工業高専        大1         

 6 学北部   876 星野祐一郎          ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ          東北大              大2         

 7 学中国   711 鈴木　晴仁          ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ           山口大              大2         

 8 学関東   154 中島　康耀          ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ          筑波大              大1         

 9 学関西   499 藤本　雄磨          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ           京都大              大4         

 7組
 0 学関西   471 大海　陸人          ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ           神戸大              大2         

 1 学北部   957 金澤　竜太          ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ          室蘭工業大          大4         

 2 学関西   403 中嶋　和志          ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ          大阪教育大          大3         

 3 学関東   194 郷　　祐馬          ｺﾞｳ ﾕｳﾏ             千葉大              大3         

 4 学関東   146 赤坂　健太          ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ            筑波大              大3         

 5 学中部   323 日下部　航          ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ           愛知教育大          大2         

 6 学関西   416 吉村　　承          ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ            大阪大              大4         

 7 学関東   221 江田裕二郎          ｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ          防衛大              大3         

 8 学関東   116 川瀬源太郎          ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ          東京農工大          大3         

 9 学関東    55 高橋　速斗          ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ            埼玉大              大3         

 8組
 0 学関東   219 白木　海斗          ｼﾗｷ ｶｲﾄ             防衛大              大2         

 1 学関西   444 河野　大悟          ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ           大阪市立大          大4         

 2 学関東    84 増田　　駿          ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝ            首都大              大2         

 3 学関西   398 白石　航平          ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ           大阪教育大          大4         

 4 学関東   151 安井　健斗          ﾔｽｲ ｹﾝﾄ             筑波大              大2         

 5 学九州   830 門田　凌我          ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ          鹿屋体育大          大3         

 6 学中国   660 多田　映仁          ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ             広島大              大2         

 7 学北部   905 山﨑　　仁          ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ           北海道大            大4         

 8 学中部   383 小林　京平          ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ         新潟大              大3         

 9 学北部   895 真柄　昂世          ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ           山形大              大1         


