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 1

 2  1077 三重大              学中部  4:10.91

ﾐｴﾀﾞｲｶﾞｸ            大学

  290 漆山　　真      ｳﾙｼﾔﾏ ﾏｺﾄ       大4

  292 羽二生　凌      ﾊﾆｳ ﾘｮｳ         大4

  291 石田　修也      ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ       大4

  289 三根　光祐      ﾐﾈ ｺｳｽｹ         大4

 3  1144 愛媛大              学中国  4:09.89

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

  551 入江辰之介      ｲﾘｴ ｼﾝﾉｽｹ       大4

  554 山本　剛輝      ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ        大2

  553 仙田　知命      ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ       大4

  552 根本祐一郎      ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ      大4

 4  1100 名古屋工業大        学中部  4:09.53

ﾒｲｺｳﾀﾞｲ             大学

  371 笹川　颯斗      ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ       大2

  368 廣瀬　優輔      ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ        大3

  372 兼岩　快空      ｶﾈｲﾜ ﾖｼﾀｶ       大1

  369 杉浦　拓望      ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾐ       大2

 5  1189 長崎大              学九州  4:09.65

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ            大学

  701 石本　勇真      ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ        大1

  702 北村　裕和      ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ        大1

  700 福田　海輝      ﾌｸﾀﾞ ｶｲｷ        大2

  703 長澤　祐太      ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ       大1

 6  1137 神戸市立高専        学関西  4:10.27

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ            大学

  530 小川　　輝      ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ        大2

  535 川邊　愛貴      ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ      大1

  532 下濱　　快      ｼﾓﾊﾏ ｶｲ         大1

  533 上岡　右京      ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ       大1

 7  1231 弘前大              学北部  4:12.87

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  851 井上　羽来      ｲﾉｳｴ ﾊｸ         大2

  855 酒井　悠利      ｻｶｲ ﾕｳﾘ         大2

  857 佐藤　日向      ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ         大1

  850 石川　広生      ｲｼｶﾜ ﾋﾛｲ        大3

 8

 9
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 0  1203 琉球大              学九州  4:09.41

ﾘｭｳｷｭｳ              大学

  748 東江　良樹      ｱｶﾞﾘｴ ﾖｼｷ       大1

  744 三ッ股　希      ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ       大2

  745 吉野　暢晃      ﾖｼﾉ ﾉﾌﾞｱｷ       大3

  746 田之上旺介      ﾀﾉｳｴ ｵｳｽｹ       大2

 1  1096 信州大              学中部  4:08.90

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ            大学

  367 西口　克輝      ﾆｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ       大2

  363 高島　稜生      ﾀｶｼﾏ ｲﾂｷ        大3

  366 永野　史登      ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾄ        大2

  364 浅野　航汰      ｱｻﾉ ｺｳﾀ         大3

 2  1139 兵庫県立大          学関西  4:08.33

ﾋｮｳｹﾝﾀﾞｲ            大学

  538 稲村　　慧      ｲﾅﾑﾗ ｱｷﾗ        大3

  540 十都　祐真      ﾄｿ ﾕｳﾏ          大4

  541 石崎　夏音      ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ       大2

  542 辻　　大雅      ﾂｼﾞ ﾀｲｶﾞ        大3

 3  1082 名古屋市立大        学中部  4:07.71

ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ             大学

  306 中出　拓真      ﾅｶﾃﾞ ﾀｸﾏ        大1

  302 播摩　賢治      ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ        大3

  305 横田　旭飛      ﾖｺﾀ ｱｻﾋ         大1

  304 河合　駿弥      ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ        大2

 4  1181 九州工業大          学九州  4:06.96

ｷｭｳｺｳﾀﾞｲ            大学

  666 目加田健梧      ﾒｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ       大2

  665 東藤　稜晟      ﾄｳﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ     大3

  663 本祥　　駿      ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭﾝ      大4

  664 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        大3

 5  1175 海上保安大          学中国  4:07.14

ｶｲﾎﾀﾞｲ              大学

  635 橋口　泰祉      ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｼ       大4

  633 瀬戸口凜音      ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｵﾝ       大4

  634 加藤　啓太      ｶﾄｳ ｹｲﾀ         大4

  637 奥野　真央      ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ         大2

 6  1129 和歌山大            学関西  4:08.23

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  493 岡　　謙佑      ｵｶ ｹﾝｽｹ         大1

  488 松浦　尚輝      ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ        大4

  489 田中　琉太      ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ        大4

  492 荒木　颯太      ｱﾗｷ ｿｳﾀ         大2

 7  1148 島根大              学中国  4:08.77

ｼﾏﾈﾀﾞｲ              大学

  563 青木　佑真      ｱｵｷ ﾕｳﾏ         大3

  566 平井　　克      ﾋﾗｲ ｽｸﾞﾙ        大3

  567 長野　真也      ﾅｶﾞﾉ ｼﾝﾔ        大2

  565 田﨑　響己      ﾀｻｷ ﾋﾋﾞｷ        大3

 8  1167 鳥取大              学中国  4:09.29

ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ             大学

  621 細田　賢汰      ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾀ        大2

  619 吉川　泰生      ﾖｼｶﾜ ﾔｽｵ        大3

  623 岸田　　蓮      ｷｼﾀﾞ ﾚﾝ         大2

  624 岡本　大翔      ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ        大1

 9  1103 新潟大              学中部  4:09.44

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  379 長谷部胤心      ﾊｾﾍﾞ ｲﾝｼﾝ       大2

  374 佐々木　怜      ｻｻｷ ﾚｲ          大2

  380 蘭　　硫世      ｱﾗﾗｷﾞ ﾘｭｳｾｲ     大1

  376 小林　稜大      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ      大2
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 0  1227 秋田大              学北部  4:06.23

ｱｷﾀﾀﾞｲ              大学

  843 杉山　良介      ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ     大1

  839 梶　　竜輝      ｶｼﾞ ﾘｭｳｷ        大4

  842 榊原　祥真      ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ     大1

  841 和田　七音      ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾄ         大1

 1  1011 横浜国立大          学関東  4:05.36

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ             大学

   40 奥野　叶太      ｵｸﾉ ｶﾅﾀ         大1

   39 浜田　陽太      ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ        大1

   33 吉川　翔理      ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾘ       大4

   35 山内　　開      ﾔﾏｳﾁ ｶｲ         大3

 2  1014 埼玉大              学関東  4:04.46

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   52 芳賀　優真      ﾊｶﾞ ﾕｳﾏ         大2

   42 後藤　丈士      ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ        大4

   44 三浦蓮太郎      ﾐｳﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ       大3

   41 芦塚　雅之      ｱｼﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ      大4

 3  1065 岐阜大              学中部  4:02.16

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  258 中村　瑞希      ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ       大2

  257 麻生　周佑      ｱｿｳ ｼｭｳｽｹ       大3

  260 戸田　和樹      ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ        大2

  256 堂本　悠介      ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｽｹ      大3

 4  1142 徳島大              学中国  4:00.66

ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ             大学

  544 島田　滉士      ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ        大3

  550 松田　悠希      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ        大1

  546 西村　理汰      ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ        大1

  548 中嶌　俊介      ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ     大2

 5  1133 京都大              学関西  4:00.92

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  499 日下　和希      ｸｻｶ ｶｽﾞｷ        大4

  500 三木　京介      ﾐｷ ｷｮｳｽｹ        大4

  502 山本裕一朗      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ     大3

  508 宮田　　潤      ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝ        大2

 6  1092 金沢大              学中部  4:03.51

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  340 深谷　太一      ﾌｶﾀﾆ ﾀｲﾁ        大3

  343 中村　拓雅      ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ        大2

  338 永田　晴輝      ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ        大4

  342 小田原康祐      ｵﾀﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ      大3

 7  1220 山形大              学北部  4:04.80

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  816 真柄　昂世      ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ       大4

  817 後藤　　光      ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾙ        大3

  818 伊藤　　連      ｲﾄｳ ﾚﾝ          大2

  815 長瀬　友希      ﾅｶﾞｾ ﾄﾓｷ        大4

 8  1194 鹿児島大            学九州  4:05.41

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  725 佐々木　快      ｻｻｷ ｺｺﾛ         大1

  721 平井　　樂      ﾋﾗｲ ｶﾞｸ         大4

  724 福永　航己      ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ       大1

  720 田山　舜晟      ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ       大4

 9  1051 東京工業大          学関東  4:06.65

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ             大学

  205 柴田　滉大      ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ      大1

  204 畑田　拳志      ﾊﾀﾀﾞ ｹﾝｼ        大1

  206 森　柊太朗      ﾓﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ       大2

  208 田中　理敬      ﾀﾅｶ ﾐﾁﾀｶ        大1
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 0  1042 防衛大              学関東  3:59.70

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ            大学

  188 井上弥太郎      ｲﾉｳｴ ﾔﾀﾛｳ       大4

  187 寺田　浩輝      ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ        大4

  193 井上欣次郎      ｲﾉｳｴ ｷﾝｼﾞﾛｳ     大2

  189 寺田　　仁      ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ        大4

 1  1019 東京都立大          学関東  3:59.44

ﾄﾘﾂﾀﾞｲ              大学

   64 伊藤　陽哉      ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ         大3

   63 安井　颯翼      ﾔｽｲ ｿｳｽｹ        大3

   66 宮　　恵斗      ﾐﾔ ｹｲﾄ          大3

   68 西村　恭佑      ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ      大1

 2  1064 名古屋大            学中部  3:59.12

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  243 檜垣　碧位      ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ        大1

  240 松本　崚平      ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ      大3

  235 間島滉一郎      ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ     大4

  238 森本　貴大      ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ        大4

 3  1217 東北大              学北部  3:57.12

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ             大学

  805 小野寺　智      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ       大2

  806 森山　翔瑛      ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｴｲ      大2

  800 大槻　　翼      ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ       大4

  798 舘　　宏輔      ﾀﾁ ｺｳｽｹ         大4

 4  1070 静岡大              学中部  3:55.18

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ            大学

  274 鳴海　　颯      ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ         大3

  269 中原　優斗      ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ        大3

  270 村尾　遼太      ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ        大4

  272 織田　大世      ｵﾀﾞ ﾀｲｾｲ        大2

 5  1037 千葉大              学関東  3:56.67

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  167 福貴田佳佑      ﾌｷﾀ ｹｲｽｹ        大3

  164 有福　大輔      ｱﾘﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ      大3

  175 頓所　拓海      ﾄﾝｼｮ ﾀｸﾐ        大1

  171 大杉　優介      ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ      大2

 6  1188 九州大              学九州  3:58.06

ｷｭｳﾀﾞｲ              大学

  685 矢田　鈴人      ﾔﾀ ｽｽﾞﾄ         大2

  688 後藤　旭登      ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ        大2

  677 中尾　　真      ﾅｶｵ ｼﾝ          大3

  680 田中　宏昌      ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ        大4

 7  1118 大阪公立大          学関西  3:59.35

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂ            大学

  439 渡邊　資生      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ       大4

  453 槙山　和樹      ﾏｷﾔﾏ ｶｽﾞｷ       大1

  448 竹谷　友陽      ﾀｹﾀﾆ ﾕｳﾋ        大2

  449 森　　大地      ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ         大3

 8  1157 広島大              学中国  3:59.63

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  600 山﨑　佑真      ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ        大1

  596 丸山野虹輝      ﾏﾙﾔﾏﾉ ｺｳｷ       大2

  597 浦田　篤志      ｳﾗﾀ ｱﾂｼ         大2

  599 菊地　空音      ｷｸﾁ ｱｵﾄ         大1

 9  1166 香川大              学中国  4:00.44

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ             大学

  614 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        大2

  610 篠原　颯杜      ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ        大4

  612 山田　晃司      ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       大2

  613 村上　晴紀      ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ        大2



第69回 全国国公立大学選手権水泳競技大会           

                                                  

金沢プール  

Page    5

スタートリスト
競技№：   2 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

       日本記録 3:29.91

       学生記録 3:34.82

       大会記録 3:41.68

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

2022/08/10 16:33:08 SEIKO Swimming Results System

 5組
 0  1003 東京学芸大          学関東  3:54.06

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ            大学

   15 殿村慎之輔      ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ      大1

   11 高橋　健汰      ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ        大1

    7 小林麟之介      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾉｽｹ     大3

    3 山本　大夢      ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ        大4

 1  1086 愛知教育大          学中部  3:52.87

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  318 後藤　崚太      ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ       大2

  314 瀧本　一登      ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄ       大4

  322 安達　瑠斗      ｱﾀﾞﾁ ﾙﾄ         大1

  313 浜田　英嗣      ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ       大4

 2  1224 北海道大            学北部  3:51.73

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  826 平井　尚併      ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ       大2

  829 槌谷　尚起      ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ         大2

  825 菅　　大空      ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ        大3

  830 坂本　愛士      ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾄ        大1

 3  1106 大阪教育大          学関西  3:49.06

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  398 悦過　大知      ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ        大3

  394 樫根滉太郎      ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ       大4

  401 生部　悠樹      ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ       大2

  390 大崎　達也      ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ        大4

 4  1032 筑波大              学関東  3:38.39

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  126 三浦　玲央      ﾐｳﾗ ﾚｵ          大3

  125 間島亮太郎      ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ     大4

  118 小林　　拓      ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ        大4

  123 野副　　隼      ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ        大4

 5  1210 鹿屋体育大          学九州  3:43.08

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  762 中園　剛志      ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ       大2

  756 榎田　大己      ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      大3

  763 前原　優真      ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ        大2

  755 田中　一光      ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ        大4

 6  1122 神戸大              学関西  3:49.43

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  475 縄田　大翔      ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ         大1

  477 清川　翔紀      ｷﾖｶﾜ ｼｮｳｷ       大2

  468 松島　優太      ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ        大3

  465 村尾　知紀      ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ         大4

 7  1023 東京大              学関東  3:52.50

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

   98 益子　裕太      ﾏｼｺ ﾕｳﾀ         大1

  100 松本恭太郎      ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ     大1

   79 野村　理玖      ﾉﾑﾗ ﾘｸ          大3

   84 結城　賢志      ﾕｳｷ ｹﾝｼ         大4

 8  1155 岡山大              学中国  3:53.95

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  582 柳　　遥貴      ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ        大1

  576 藤原　一輝      ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ      大4

  573 房野　泰知      ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ        大4

  574 塚原　　鉄      ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ         大4

 9  1110 大阪大              学関西  3:54.41

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  423 長野　冬瑚      ﾅｶﾞﾉ ﾄｳｺﾞ       大3

  416 近藤　泰吾      ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ      大4

  409 西山　京吾      ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ       大4

  410 川口　峻平      ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ    大4


