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 1組
 0 学九州   681 久山　彪志          ﾋｻﾔﾏ ﾀｹｼ            九州大              大2         

 1 学北部   802 西岡　滉生          ﾆｼｵｶ ｺｳｷ            東北大              大2         

 2 学九州   682 藤田　尚明          ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｱｷ           九州大              大3         

 3 学関東   186 重冨　裕太          ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳﾀ           防衛大              大4         

 4 学関東    44 三浦蓮太郎          ﾐｳﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ           埼玉大              大3         

 5 学中部   280 渡辺　　響          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ          静岡大              大1         

 6 学関東   163 磯部　隼輔          ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ          千葉大              大3         

 7 学関東    79 野村　理玖          ﾉﾑﾗ ﾘｸ              東京大              大3         

 8 学関東   176 飯山　集友          ｲｲﾔﾏ ｼｭｳﾄ           千葉大              大1         

 9 学関西   412 角野　智哉          ｽﾐﾉ ﾄﾓﾔ             大阪大              大3         

 2組
 0 学関東    26 山野　裕輝          ﾔﾏﾉ ﾕｳｷ             横浜市立大          大2         

 1 学中部   275 萩原　大耀          ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲﾖｳ          静岡大              大3         

 2 学北部   849 福岡　　陽          ﾌｸｵｶ ﾖｳ             弘前大              大4         

 3 学関西   484 小畑　大貴          ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ           京都工繊大          大4         

 4 学中国   562 上田　大介          ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          島根大              大3         

 5 学関西   446 藤原　昇大          ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ          大阪公立大          大2         

 6 学関西   448 竹谷　友陽          ﾀｹﾀﾆ ﾕｳﾋ            大阪公立大          大2         

 7 学関東    45 佐藤　優磨          ｻﾄｳ ﾕｳﾏ             埼玉大              大3         

 8 学関東    54 田口　　諒          ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ            埼玉大              大1         

 9 学中部   352 街道　俊介          ｶｲﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ         福井大              大5         

 3組
 0 学関東     5 中村侑太郎          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ          東京学芸大          大4         

 1 学関東   165 齋藤　大河          ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ           千葉大              大4         

 2 学関西   428 大浦　颯喜          ｵｵｳﾗ ﾘｭｳｷ           大阪大              大2         

 3 学北部   854 福岡　　陸          ﾌｸｵｶ ﾘｸ             弘前大              大2         

 4 学九州   667 河村　雄大          ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ            九州工業大          大2         

 5 学中国   564 徳田　基希          ﾄｸﾀﾞ ﾓﾄｷ            島根大              大3         

 6 学北部   842 榊原　祥真          ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ         秋田大              大1         

 7 学関西   534 原田　　篤          ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ            神戸市立高専        大1         

 8 学関西   439 渡邊　資生          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ           大阪公立大          大4         

 9 学関東   207 稲田　雄哉          ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ            東京工業大          大1         

 4組
 0 学中国   567 長野　真也          ﾅｶﾞﾉ ｼﾝﾔ            島根大              大2         

 1 学関東    82 嶋田　遼祐          ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ          東京大              大4         

 2 学九州   724 福永　航己          ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ           鹿児島大            大1         

 3 学九州   765 才木　颯人          ｻｲｷ ﾊﾙﾄ             鹿屋体育大          大2         

 4 学九州   748 東江　良樹          ｱｶﾞﾘｴ ﾖｼｷ           琉球大              大1         

 5 学関西   414 冨田　雄揮          ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ             大阪大              大4         

 6 学関西   504 塩原進太郎          ｼｵﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ          京都大              大2         

 7 学九州   710 平野　慶和          ﾋﾗﾉ ｹｲﾄ             熊本県立大          大1         

 8 学関東     6 土屋　昌之          ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ            東京学芸大          大4         

 9 学中部   319 山路　優太          ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ            愛知教育大          大2         

 5組
 0 学中国   591 光永　　陽          ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ            広島大              大3         

 1 学九州   677 中尾　　真          ﾅｶｵ ｼﾝ              九州大              大3         

 2 学関東    67 惣谷　　陸          ｿｳﾀﾆ ﾘｸ             東京都立大          大2         

 3 学中国   550 松田　悠希          ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ            徳島大              大1         

 4 学関西   468 松島　優太          ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ            神戸大              大3         

 5 学九州   768 岩切　斗吾          ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ           鹿屋体育大          大1         

 6 学関西   467 前野　陸人          ﾏｴﾉ ﾘｸﾄ             神戸大              大3         

 7 学中部   245 尾﨑　春彦          ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ           名古屋大            大1         

 8 学九州   705 庄野　瑛大          ｼｮｳﾉ ｴｲﾀ            熊本大              大1         

 9 学中部   315 山本　翔大          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ           愛知教育大          大4         



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    2

スタートリスト
競技№：  10 男子  200m バタフライ 予選

       日本記録 1:52.53

       学生記録 1:53.40

       大会記録 1:57.31

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

2022/08/01 19:28:02 SEIKO Swimming Results System

 6組
 0 学関東    94 近藤　　克          ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ           東京大              大3         

 1 学中国   592 山崎　颯太          ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ            広島大              大3         

 2 学関西   471 太田　浩紀          ｵｵﾀ ﾋﾛｷ             神戸大              大2         

 3 学中部   380 蘭　　硫世          ｱﾗﾗｷﾞ ﾘｭｳｾｲ         新潟大              大1         

 4 学九州   763 前原　優真          ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関西   403 堀上　諒馬          ﾎﾘｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ          大阪教育大          大1         

 6 学関西   499 日下　和希          ｸｻｶ ｶｽﾞｷ            京都大              大4         

 7 学関西   395 木場　勇樹          ｺﾊﾞ ﾕｳｷ             大阪教育大          大3         

 8 学中国   614 大福　樹生          ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ            香川大              大2         

 9 学中部   282 山内　祐輝          ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ            静岡大              大1         

 7組
 0 学関東   129 鎌上　将大          ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ           筑波大              大2         

 1 学関西   505 椋本　　暖          ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ             京都大              大3         

 2 学中国   595 岡﨑　壮真          ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾏ           広島大              大2         

 3 学関西   402 大塚　悠智          ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄﾓ           大阪教育大          大2         

 4 学関東   118 小林　　拓          ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ            筑波大              大4         

 5 学関東    64 伊藤　陽哉          ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ             東京都立大          大3         

 6 学関東    33 吉川　翔理          ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾘ           横浜国立大          大4         

 7 学関東   131 小池　　翔          ｺｲｹ ｶｹﾙ             筑波大              大2         

 8 学関西   528 米田　虎優          ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ           神戸市立高専        大2         

 9 学九州   659 森　　文弥          ﾓﾘ ﾌﾐﾔ              福岡教育大          大3         


