
第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  1:56.78
競技No. : 6 男子  200m 自由形 タイム決勝 大会記録  2:00.27

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 4/6 鈴木　暁 日本大学 大
ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:06.28 (  0.68)

28.89 1:01.68 1:33.74

2 4/5 志賀　海征 法政大学 大
ｼｶﾞ ｶｲｾｲ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:06.42 (  0.59)

28.51 1:00.77 1:33.77

3 4/1 平岡　由宇 慶應義塾大学 大
ﾋﾗｵｶ ﾕｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:07.79 (  0.68)

28.48 1:00.69 1:34.50

4 4/7 西山　太智 成城大学 大
ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:08.13 (  0.67)

29.38 1:02.04 1:35.02

5 4/8 原　柊太 日本体育大学 大
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:08.29 (  0.72)

28.90 1:01.37 1:35.35

6 3/7 原　昂汰 大阪体育大学 大
ﾊﾗ ｺｳﾀ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:09.31 (  0.65)

27.67 59.70 1:34.36

7 4/2 平井　幹 東洋大学 大
ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:10.73 (  0.69)

30.06 1:03.65 1:37.64

8 4/4 伊藤　瞭太 法政大学 大
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:11.66 (  0.57)

27.90 1:00.76 1:35.62

9 3/3 鈴木　雄策 早稲田大学 大
ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:12.76 (  0.70)

28.46 1:01.79 1:37.50

10 4/3 太田　諒 明治大学 大
ｵｵﾀ ﾘｮｳ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:14.37 (  0.71)

29.25 1:02.34 1:37.71

11 3/5 秋田　崇吾 流通経済大学 大
ｱｷﾀ ｿｳｺﾞ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:16.29 (  0.65)

30.46 1:04.74 1:41.68

12 3/4 人見　啓斗 東海大学湘南 大
ﾋﾄﾐ ｹｲﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  2:17.78 (  0.64)

30.81 1:05.78 1:41.82

13 3/6 井坂　行人 流通経済大学 大
ｲｻｶ ﾕｷﾄ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:21.11 (  0.68)

31.11 1:06.28 1:43.46

14 3/8 清水　貫智 中京大学 大
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾁ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:21.15 (  0.65)

31.25 1:07.34 1:44.64

15 2/2 中村　織音 帝京大学 大
ﾅｶﾑﾗ ｵﾘﾄ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:25.30 (  0.64)

32.98 1:09.66 1:47.10
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日本記録  1:56.78
競技No. : 6 男子  200m 自由形 タイム決勝 大会記録  2:00.27

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

16 2/7 京野　裕真 順天堂大学 大
ｷｮｳﾉ ﾕｳﾏ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:27.34 (  0.83)

32.56 1:09.75 1:48.88

17 3/2 澤田　常 東海大学湘南 大
ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  2:27.46 (  0.70)

31.54 1:07.99 1:47.24

18 3/1 小久江　翔 神奈川大学 大
ｵｸﾞｴ ｼｮｳ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  2:30.64 (  0.69)

31.64 1:09.19 1:50.49

19 2/6 鎌田　晃太郎 中京大学 大
ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:31.10 (  0.64)

32.82 1:09.73 1:49.58

20 1/8 横山　洸太 明治大学 大
ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:34.86 (  0.77)

32.89 1:11.13 1:52.84

21 1/2 近藤　拓 国士舘大学 大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:39.27 (  0.74)

33.47 1:13.44 1:56.65

22 1/3 内田　拓成 国士舘大学 大
ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾅﾘ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:40.96 (  0.65)

34.50 1:14.77 1:59.04

23 2/1 田中　健士 筑波大学 大
ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:44.12 (  0.69)

33.73 1:13.19 1:56.84

24 2/8 久保田　響 成蹊大学 大
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:55.59 (  0.76)

35.54 1:18.49 2:06.72

25 1/7 小西　翔真 明治国際医療 大
ｺﾆｼ ｼｮｳﾏ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  3:17.14 (  0.81)

39.84 1:24.89 2:18.31

26 1/1 岩佐　涼太 明治国際医療 大
ｲﾜｻ ﾘｮｳﾀ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  3:43.28 (  0.79)

41.90 1:33.42 2:37.27

1/6 丸山　開誠 国士舘大学 大
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/4 谷口　日向 帝京大学 大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/3 宮澤　純 早稲田大学 大
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

1/4 内藤　創太 杏林大学 大
ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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日本記録  1:56.78
競技No. : 6 男子  200m 自由形 タイム決勝 大会記録  2:00.27

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1/5 佐川　誠也 杏林大学 大
ｻｶﾞﾜ ｾｲﾔ ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/5 垣内　一太 日本体育大学 大
ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2023/01/28 17:11:15 Page 3SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果

障害物スイム（200m）［男子］ 



第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  30.32
競技No. : 14 男子  50m 自由形 タイム決勝 大会記録  31.37

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 16/4 高須　快晴 早稲田大学 大
ﾀｶｽ ﾖｼﾊﾙ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  30.91 (  0.63)

2 16/6 板場　貴大 早稲田大学 大
ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  32.47 (  0.60)

3 16/5 羽鳥　紘輝 慶應義塾大学 大
ﾊﾄﾘ ｺｳｷ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  32.48 (  0.72)

4 15/5 原　柊太 日本体育大学 大
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  32.90 (  0.68)

5 16/3 鈴木　雄策 早稲田大学 大
ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  33.23 (  0.72)

6 16/8 鈴木　太陽 日本体育大学 大
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  33.49 (  0.67)

7 15/1 雨宮　利明 筑波大学 大
ｱﾒﾐﾔ ﾄｼｱｷ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  34.89 (  0.77)

8 16/1 関口　広太 早稲田大学 大
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  34.96 (  0.67)

9 16/7 菅原　源太 早稲田大学 大
ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  35.15 (  0.64)

10 16/2 横山　貴一 流通経済大学 大
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｲﾁ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  35.28 (  0.65)

11 11/7 猪股　大地 東洋大学 大
ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  35.75 (  0.62)

12 15/2 横山　天馬 日本大学 大
ﾖｺﾔﾏ ﾃﾝﾏ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  36.09 (  0.57)

13 15/3 白畑　秀磨 東海大学湘南 大
ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  36.20 (  0.58)

14 12/5 垣内　一太 日本体育大学 大
ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  36.60 (  0.63)

15 14/3 北川　健太郎 流通経済大学 大
ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  36.78 (  0.72)

16 9/2 京野　裕真 順天堂大学 大
ｷｮｳﾉ ﾕｳﾏ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  36.82 (  0.68)

17 12/2 松沢　響 日本大学 大
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  36.87 (  0.63)

18 13/5 佃　遥介 大阪体育大学 大
ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  37.24 (  0.61)

19 12/6 坂本　恒 日本大学 大
ｻｶﾓﾄ ｺｳ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  37.83 (  0.64)

20 15/7 石附　巧巳 日本大学 大
ｲｼﾂﾞｷ ﾀｸﾐ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  37.93 (  0.73)
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
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静岡県富士市

日本記録  30.32
競技No. : 14 男子  50m 自由形 タイム決勝 大会記録  31.37

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

21 13/8 島田　圭佑 東海大学湘南 大
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  38.19 (  0.77)

22 8/8 玉村　公佑 名古屋工業大 大
ﾀﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾅｺﾞﾔｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  38.31 (  0.67)

23 11/4 和久津　泰斗 国際武道大学 大
ﾜｸﾂ ﾀｲﾄ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  38.41 (  0.80)

24 5/2 内田　拓成 国士舘大学 大
ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾅﾘ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  38.54 (  0.72)

25 12/1 寺井　蓮太郎 明治大学 大
ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  38.82 (  0.67)

26 15/6 齊藤　黎 日本大学 大
ｻｲﾄｳ ﾚｲ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  38.88 (  0.60)

27 14/1 川上　航貴 日本体育大学 大
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  38.97 (  0.82)

27 14/6 清水　貫智 中京大学 大
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾁ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  38.97 (  0.66)

29 11/8 藤倉　湧也 日本体育大学 大
ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｳﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  39.29 (  0.62)

30 12/4 中丸　智貴 東海大学湘南 大
ﾅｶﾏﾙ ﾄﾓｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  39.32 (  0.70)

31 10/6 三好　雄希 日本体育大学 大
ﾐﾖｼ ﾕｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  39.68 (  0.56)

32 13/3 大矢　健人 慶應義塾大学 大
ｵｵﾔ ｹﾝﾄ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  39.72 (  0.66)

33 14/5 人見　啓斗 東海大学湘南 大
ﾋﾄﾐ ｹｲﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  39.88 (  0.67)

34 13/7 田中　健士 筑波大学 大
ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  40.00 (  0.70)

35 12/3 石田　堅人 日本体育大学 大
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  40.24 (  0.64)

36 15/8 鈴木　耀太 慶應義塾大学 大
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  40.27 (  0.64)

37 4/5 横澤　広翔 国士舘大学 大
ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  40.29 (  0.65)

38 10/3 奈良　行祐 中央大学 大
ﾅﾗ ｺｳｽｹ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  40.38 (  0.72)

39 8/1 花塚　修斗 東海大学湘南 大
ﾊﾅﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  40.45 (  0.67)

40 11/3 横尾　達丸 国際武道大学 大
ﾖｺｵ ﾀﾂﾏﾙ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  40.83 (  0.73)
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大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

41 6/1 松本　優斗 大阪体育大学 大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  41.20 (  0.65)

41 12/8 井上　泰雅 明治大学 大
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  41.20 (  0.71)

43 10/4 河合　剛大 中央大学 大
ｶﾜｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  41.32 (  0.67)

44 14/2 西部　松成 東洋大学 大
ﾆｼﾍﾞ ﾏﾂﾅﾘ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  41.41 (  0.60)

45 9/8 浦田　亜蓮 成城大学 大
ｳﾗﾀ ｱﾚﾝ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  41.46 (  0.77)

45 11/6 深美　正聡 東海大学静岡 大
ﾌｶﾐ ﾏｻﾄｼ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  41.46 (  0.67)

47 4/6 近藤　拓 国士舘大学 大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  41.52 (  0.78)

48 11/2 兼本　純汰 東海大学静岡 大
ｶﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  41.58 (  0.68)

49 8/6 谷口　日向 帝京大学 大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  41.99 (  0.58)

50 10/7 井坂　渓人 流通経済大学 大
ｲｻｶ ｹｲﾄ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  42.21 (  0.73)

51 10/5 秋池　悠太 明治大学 大
ｱｷｲｹ ﾕｳﾀ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  42.48 (  0.64)

52 2/3 井上　祐里 明治学院大学 大
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  42.52 (  0.66)

53 13/2 鎌田　晃太郎 中京大学 大
ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  42.54 (  0.62)

54 13/4 尾木　貴充 青山学院大学 大
ｵｷﾞ ﾀｶﾐﾂ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  42.74 (  0.75)

55 12/7 塚本　一真 法政大学 大
ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  43.20 (  0.64)

56 1/2 鈴木　義啓 明治大学 大
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  43.74 (  0.80)

57 8/7 高野　翔太 東海大学湘南 大
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  43.80 (  0.86)

58 7/4 田中　悠葵 明治大学 大
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  43.95 (  0.68)

59 6/3 宮本　晃汰 日本体育大学 大
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  43.96 (  0.67)

59 9/6 鈴木　大雅 国際武道大学 大
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  43.96 (  0.76)
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61 9/5 田口　真貴 慶應義塾大学 大
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  43.97 (  0.76)

62 3/3 清水　颯斗 日本体育大学 大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  44.05 (  0.92)

63 5/6 中島　快 国士舘大学 大
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  44.26 (  0.70)

64 1/5 佐々木　俊介 明治大学 大
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  44.28 (  0.72)

65 10/1 北村　舜輔 日本体育大学 大
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  44.70 (  0.79)

66 9/4 江川　隼冬 日本体育大学 大
ｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  44.77 (  0.66)

67 1/3 三浦　洸樹 明治大学 大
ﾐｳﾗ ﾐｽﾞｷ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  44.80 (  0.80)

68 8/3 中村　織音 帝京大学 大
ﾅｶﾑﾗ ｵﾘﾄ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  44.90 (  0.70)

69 2/8 横山　洸太 明治大学 大
ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  45.02 (  0.68)

70 9/3 小森　健登 慶應義塾大学 大
ｺﾓﾘ ｹﾝﾄ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  45.05 (  0.67)

71 13/1 堂薗　佑太 東海大学湘南 大
ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  45.13 (  0.61)

72 6/6 根本　大輝 流通経済大学 大
ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  45.63 (  0.70)

73 8/4 古川　智己 中央大学 大
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  45.83 (  0.91)

74 5/8 辻井　勇史 国士舘大学 大
ﾂｼﾞｲ ﾕｳｼ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  46.33 (  0.76)

75 3/8 武田　涼冴 日本大学 大
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｻ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  46.57 (  0.73)

76 6/5 奥村　慎吾 日本体育大学 大
ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.60 (  0.76)

77 7/5 島袋　準太 日本体育大学 大
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.64 (  0.90)

77 8/2 長瀬　結誉 帝京大学 大
ﾅｶﾞｾ ﾕｲﾎ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  46.64 (  1.12)

79 7/2 富山　直樹 東海大学静岡 大
ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  46.73 (  0.68)

80 7/8 加藤　優汰 拓殖大学 大
ｶﾄｳ ﾕｳﾀ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  47.01 (  0.87)
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81 4/2 渡邊　航矢 順天堂大学 大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾔ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  47.11 (  0.70)

82 3/1 渡邉　春季 日本体育大学 大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  47.28 (  0.84)

83 2/4 山嵜　大飛 武蔵野大学 大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ  48.31 (  0.75)

84 3/5 渋谷　碩紀 日本体育大学 大
ｼﾌﾞﾀﾆ ｾｷﾉﾘ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  48.70 (  0.77)

85 1/6 中林　拓海 明治大学 大
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  48.88 (  0.65)

86 5/5 大原　一平 日本体育大学 大
ｵｵﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  48.89 (  0.88)

87 2/2 山下　湧輝 明治国際医療 大
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  48.92 (  0.80)

88 7/7 篠原　直希 流通経済大学 大
ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  49.32 (  0.84)

89 8/5 花澤　祐紀 帝京大学 大
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  49.72 (  0.79)

90 7/1 田代　晃哲 国士舘大学 大
ﾀｼﾛ ｱｷﾋﾛ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  49.85 (  0.74)

91 6/4 茅沼　大羽 日本体育大学 大
ｶﾔﾇﾏ ﾀﾞｲﾊ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  50.54 (  0.78)

92 10/2 石井　佳汰 日本体育大学 大
ｲｼｲ ｹｲﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  50.99 (  0.69)

93 9/1 今井　拓也 上智大学 大
ｲﾏｲ ﾀｸﾔ ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ  51.08 (  0.81)

94 4/1 齋藤　光飛 成城大学 大
ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾀｶ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  51.14 (  0.98)

95 9/7 緑川　航太 上智大学 大
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ  51.31 (  0.71)

96 5/7 本橋　一真 国士舘大学 大
ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  51.33 (  0.81)

97 2/1 萩村　隼士 明治大学 大
ﾊｷﾞﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  53.19 (  0.89)

98 4/8 大橋　弘基 日本体育大学 大
ｵｵﾊｼ ﾋﾛｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  53.42 (  0.65)

99 7/3 黒須　智晴 慶應義塾大学 大
ｸﾛｽ ﾄﾓﾊﾙ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  54.13 (  0.91)

100 6/8 黒部　幹太 東海大学静岡 大
ｸﾛﾍﾞ ｶﾝﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  54.28 (  0.89)
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101 4/3 川田　健心 国士舘大学 大
ｶﾜﾀ ｹﾝｼﾝ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  54.49 (  0.98)

102 5/4 高橋　幸仁 日本体育大学 大
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  55.65 (  0.88)

103 7/6 伊東　翔太 日本大学 大
ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  59.62 (  0.84)

104 1/4 谷上　洸三郎 明治大学 大
ﾀﾆｶﾞﾐ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:01.11 (  0.70)

105 2/7 吉永　裕亮 明治大学 大
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:02.52 (  0.75)

106 5/1 原田　大暉 国士舘大学 大
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｷ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:04.93 (  0.77)

107 2/6 山本　渓斗 明治国際医療 大
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  1:07.80 (  1.07)

14/8 牧野　友海 早稲田大学 大
ﾏｷﾉ ﾄﾓﾐ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

14/7 下城　航輝 日本大学 大
ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

11/1 鈴木　友弥 国際武道大学 大
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/5 谷川　巧 武蔵野大学 大
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

1/7 深澤　君平 明治大学 大
ﾌｶｻﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/2 前島　大地 日本体育大学 大
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/4 佐野　忠暉 日本体育大学 大
ｻﾉ ﾀﾀﾞﾃﾙ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/6 福田　隼也 日本体育大学 大
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/7 村岸　郁哉 日本体育大学 大
ﾑﾗｷﾞｼ ｲｸﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

4/4 根本　陽 国士舘大学 大
ﾈﾓﾄ ﾖｳ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

4/7 高田　賢昇 成城大学 大
ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

5/3 磯辺　光太郎 東海大学静岡 大
ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ 棄権

6/2 内藤　創太 杏林大学 大
ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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6/7 高橋　湧太郎 杏林大学 大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

10/8 猪又　裕斗 日本体育大学 大
ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

11/5 𠮷永　拓海 東海大学静岡 大
ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ 棄権

13/6 内山　弘基 成城大学 大
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

14/4 石川　大智 筑波大学 大
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

15/4 市川　直親 日本体育大学 大
ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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日本記録  47.26
競技No. : 17 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  48.32

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 5/2 加納　義士 日本大学 大
ｶﾉｳ ﾁｶｼ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  51.21 (  0.70)

2 6/3 羽鳥　紘輝 慶應義塾大学 大
ﾊﾄﾘ ｺｳｷ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  51.36 (  0.69)

3 6/5 日高　昴 慶應義塾大学 大
ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  52.38 (  0.76)

4 6/6 大道　圭希 日本体育大学 大
ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  53.08 (  0.76)

5 6/8 鈴木　太陽 日本体育大学 大
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  53.34 (  0.93)

6 6/1 大圖　光陽 日本体育大学 大
ｵｵｽﾞ ﾐﾂｱｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  54.94 (  0.65)

7 6/4 高須　快晴 早稲田大学 大
ﾀｶｽ ﾖｼﾊﾙ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  55.98 (  0.76)

8 5/4 志賀　海征 法政大学 大
ｼｶﾞ ｶｲｾｲ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  56.04 (  0.66)

9 6/2 板場　貴大 早稲田大学 大
ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  56.11 (  0.74)

10 6/7 西山　太智 成城大学 大
ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  57.66 (  0.80)

11 3/6 藤倉　湧也 日本体育大学 大
ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｳﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  59.12 (  0.68)

12 5/6 木村　啓人 日本体育大学 大
ｷﾑﾗ ｹｲﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:00.22 (  0.75)

13 4/1 高橋　寛太 大阪体育大学 大
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:00.59 (  0.74)

14 1/4 玉村　公佑 名古屋工業大 大
ﾀﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾅｺﾞﾔｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:01.24 (  0.92)

15 5/5 北川　健太郎 流通経済大学 大
ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:01.87 (  0.99)
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  47.26
競技No. : 17 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  48.32

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 3/4 奈良　行祐 中央大学 大
ﾅﾗ ｺｳｽｹ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:02.03 (  0.76)

17 4/8 矢崎　翔也 神奈川大学 大
ﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾔ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.14 (  0.85)

18 5/3 澤田　常 東海大学湘南 大
ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:05.17 (  0.86)

19 5/1 本間　春翔 東海大学湘南 大
ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:05.19 (  0.80)

20 3/3 冨樫　幹大 東海大学湘南 大
ﾄｶﾞｼ ﾐｷﾋﾛ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:05.35 (  1.04)

21 4/4 川上　航貴 日本体育大学 大
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.77 (  1.11)

22 3/2 澤田　夕輝 日本大学 大
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.67 (  0.59)

23 4/5 石田　宙 明治学院大学 大
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.86 (  0.91)

24 2/7 檜山　幸佑 日本体育大学 大
ﾋﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.22 (  0.83)

25 4/7 今村　圭佑 流通経済大学 大
ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.24 (  0.84)

26 4/2 熊谷　駿一 拓殖大学 大
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝｲﾁ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.82 (  0.67)

27 4/6 小久江　翔 神奈川大学 大
ｵｸﾞｴ ｼｮｳ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:11.03 (  0.79)

28 2/2 佐藤　龍 日本体育大学 大
ｻﾄｳ ﾘｭｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:11.25 (  0.77)

29 2/4 村上　裕哉 日本大学 大
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.42 (  0.77)

30 3/7 井上　泰雅 明治大学 大
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.07 (  0.73)
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  47.26
競技No. : 17 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  48.32

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

31 1/5 江川　隼冬 日本体育大学 大
ｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.97 (  0.92)

32 3/1 富山　直樹 東海大学静岡 大
ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:17.20 (  0.83)

33 2/5 石井　佳汰 日本体育大学 大
ｲｼｲ ｹｲﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.40 (  0.90)

34 2/1 宮本　晃汰 日本体育大学 大
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.88 (  0.70)

35 3/8 茅沼　大羽 日本体育大学 大
ｶﾔﾇﾏ ﾀﾞｲﾊ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.73 (  0.80)

36 2/3 立石　隆真 神奈川大学 大
ﾀﾀｴｲｼ ﾘｭｳﾏ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.58 (  0.85)

37 1/3 宮本　幸生 日本体育大学 大
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.75 (  1.04)

4/3 白川　優作 流通経済大学 大
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｻｸ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

5/8 青栁　龍 日本体育大学 大
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/6 赤穂　宏紀 成蹊大学 大
ｱｶﾎ ﾋﾛｷ ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/5 石川　大智 筑波大学 大
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

5/7 小沼　駿之介 拓殖大学 大
ｵﾇﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  1:03.07
競技No. : 23 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 大会記録  1:05.82

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 4/3 高須　快晴 早稲田大学 大
ﾀｶｽ ﾖｼﾊﾙ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:06.43 (  0.67)

27.80

2 4/4 羽鳥　紘輝 慶應義塾大学 大
ﾊﾄﾘ ｺｳｷ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:06.88 (  0.69)

26.86

3 3/3 原　柊太 日本体育大学 大
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.81 (  0.67)

27.66

4 4/2 鈴木　暁 日本大学 大
ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.86 (  0.60)

27.39

5 4/5 菅原　源太 早稲田大学 大
ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.08 (  0.65)

26.74

6 2/5 西田　一生 大阪体育大学 大
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.63 (  0.62)

27.93

7 3/2 平岡　由宇 慶應義塾大学 大
ﾋﾗｵｶ ﾕｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.27 (  0.69)

28.39

8 4/8 井上　駿佑 国士舘大学 大
ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.83 (  0.64)

28.22

9 3/8 秋田　崇吾 流通経済大学 大
ｱｷﾀ ｿｳｺﾞ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.98 (  0.63)

28.56

10 2/2 垣内　一太 日本体育大学 大
ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.91 (  0.60)

28.54

11 4/6 関口　広太 早稲田大学 大
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.79 (  0.61)

26.31

12 3/4 藤村　拓真 東洋大学 大
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:17.12 (  0.75)

27.58

13 2/3 人見　啓斗 東海大学湘南 大
ﾋﾄﾐ ｹｲﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:17.34 (  0.59)

29.55

14 1/5 京野　裕真 順天堂大学 大
ｷｮｳﾉ ﾕｳﾏ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.37 (  0.69)

33.15

15 4/7 伊藤　瞭太 法政大学 大
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.61 (  0.71)

26.76
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日本記録  1:03.07
競技No. : 23 男子  100m 個人メドレー タイム決勝 大会記録  1:05.82

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 2/4 佃　遥介 大阪体育大学 大
ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.53 (  0.62)

32.15

17 3/1 横山　貴一 流通経済大学 大
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｲﾁ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.54 (  0.70)

27.72

18 3/7 平井　幹 東洋大学 大
ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.92 (  0.72)

29.94

19 2/8 本間　春翔 東海大学湘南 大
ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:26.46 (  0.66)

30.91

20 3/6 尾木　貴充 青山学院大学 大
ｵｷﾞ ﾀｶﾐﾂ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.86 (  0.77)

30.92

21 1/6 浦田　亜蓮 成城大学 大
ｳﾗﾀ ｱﾚﾝ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:31.78 (  0.89)

36.02

2/7 田口　真貴 慶應義塾大学 大
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

1/3 花澤　祐紀 帝京大学 大
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

1/4 塚本　一真 法政大学 大
ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/1 鈴木　耀太 慶應義塾大学 大
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/6 進士　昂 成城大学 大
ｼﾝｼﾞ ｺｳ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/5 市川　直親 日本体育大学 大
ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

4/1 牧野　友海 早稲田大学 大
ﾏｷﾉ ﾄﾓﾐ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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日本記録  2:13.33
競技No. : 28 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 大会記録  2:15.72

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 2/5 志賀　海征 法政大学 大
ｼｶﾞ ｶｲｾｲ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:17.38 (  0.65)

1:06.89

2 2/4 日高　昴 慶應義塾大学 大
ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:23.60 (  0.69)

1:09.29

3 2/2 西山　太智 成城大学 大
ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:27.55 (  0.61)

1:09.17

4 2/3 平岡　由宇 慶應義塾大学 大
ﾋﾗｵｶ ﾕｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:30.61 (  0.70)

1:11.94

5 2/6 太田　諒 明治大学 大
ｵｵﾀ ﾘｮｳ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:49.17 (  0.75)

1:14.16

6 2/1 宮澤　純 早稲田大学 大
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:50.78 (  0.66)

1:16.44

7 1/4 井坂　行人 流通経済大学 大
ｲｻｶ ﾕｷﾄ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:52.96 (  0.66)

1:14.55

8 1/6 設楽　大樹 順天堂大学 大
ｼﾀﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:58.08 (  0.74)

1:21.23

9 2/8 長瀬　結誉 帝京大学 大
ﾅｶﾞｾ ﾕｲﾎ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  3:18.63 (  0.77)

1:27.80

10 1/5 中島　快 国士舘大学 大
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  3:37.35 (  0.61)

1:39.53

1/3 近藤　拓 国士舘大学 大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/7 市川　直親 日本体育大学 大
ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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日本記録  53.01
競技No. : 34 男子  100m 自由形 タイム決勝 大会記録  55.91

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 14/4 高須　快晴 早稲田大学 大
ﾀｶｽ ﾖｼﾊﾙ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  56.04 (  0.70)

2 14/1 加納　義士 日本大学 大
ｶﾉｳ ﾁｶｼ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  57.96 (  0.75)

3 14/5 日高　昴 慶應義塾大学 大
ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  58.78 (  0.78)

4 12/5 大道　圭希 日本体育大学 大
ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  59.61 (  0.68)

5 14/6 佐々木　心良 日本大学 大
ｻｻｷ ｺｺﾛ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:00.65 (  0.88)

6 14/8 藤村　拓真 東洋大学 大
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:02.38 (  0.86)

7 13/1 白川　優作 流通経済大学 大
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｻｸ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:02.56 (  1.04)

8 13/6 白畑　秀磨 東海大学湘南 大
ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:02.99 (  0.86)

8 14/3 西山　太智 成城大学 大
ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:02.99 (  0.80)

10 5/4 森下　広大 日本体育大学 大
ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:04.03 (  0.78)

11 13/4 横山　天馬 日本大学 大
ﾖｺﾔﾏ ﾃﾝﾏ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.06 (  0.72)

12 9/8 冨樫　幹大 東海大学湘南 大
ﾄｶﾞｼ ﾐｷﾋﾛ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:05.48 (  1.00)

13 11/5 青栁　龍 日本体育大学 大
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.72 (  0.83)

14 12/2 長束　祐希 大阪体育大学 大
ﾅｶﾞﾂｶ ﾕｳｷ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.92 (  0.91)

15 10/5 今村　圭佑 流通経済大学 大
ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:06.66 (  0.81)
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大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 12/6 谷岡　岳久 大阪体育大学 大
ﾀﾆｵｶ ｶﾞｸ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.06 (  0.75)

17 13/7 石田　宙 明治学院大学 大
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.13 (  0.95)

18 10/3 藤倉　湧也 日本体育大学 大
ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｳﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.15 (  0.68)

19 11/8 齊藤　黎 日本大学 大
ｻｲﾄｳ ﾚｲ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.47 (  0.62)

20 13/3 高野　翔太 東海大学湘南 大
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:07.69 (  0.93)

21 3/3 近藤　拓 国士舘大学 大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.76 (  0.91)

22 2/2 川上　航貴 日本体育大学 大
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.85 (  0.97)

23 11/4 花塚　修斗 東海大学湘南 大
ﾊﾅﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:07.88 (  0.68)

24 14/7 石附　巧巳 日本大学 大
ｲｼﾂﾞｷ ﾀｸﾐ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.99 (  0.82)

25 11/7 木村　啓人 日本体育大学 大
ｷﾑﾗ ｹｲﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.03 (  0.62)

25 13/2 鈴木　太陽 日本体育大学 大
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.03 (  0.78)

27 9/2 佐藤　孝太 国際武道大学 大
ｻﾄｳ ｺｳﾀ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.84 (  0.67)

28 10/2 藁谷　太一 国際武道大学 大
ﾜﾗｶﾞｲ ﾀｲﾁ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.88 (  0.81)

29 12/7 森田　優希 大阪体育大学 大
ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.91 (  0.70)

30 2/7 清水　颯斗 日本体育大学 大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.94 (  1.11)
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50m

31 7/3 齋藤　光海 国際武道大学 大
ｻｲﾄｳ ｺｳ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.33 (  0.68)

32 11/2 石田　堅人 日本体育大学 大
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.48 (  0.83)

33 13/8 設楽　大樹 順天堂大学 大
ｼﾀﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.06 (  0.88)

34 8/2 宮本　晃汰 日本体育大学 大
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.68 (  0.71)

35 9/7 山形　陽真 順天堂大学 大
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.89 (  0.66)

36 12/4 中丸　智貴 東海大学湘南 大
ﾅｶﾏﾙ ﾄﾓｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:11.22 (  0.86)

37 11/6 三好　雄希 日本体育大学 大
ﾐﾖｼ ﾕｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:11.28 (  0.61)

38 3/1 中島　工輔 東海大学湘南 大
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:11.36 (  0.97)

38 10/6 末益　海 流通経済大学 大
ｽｴﾏｽ ｶｲ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:11.36 (  0.89)

40 7/1 日野原　朋季 拓殖大学 大
ﾋﾉﾊﾗ ﾄﾓｷ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:11.38 (  0.86)

41 5/2 河野　甫 東海大学湘南 大
ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:11.45 (  0.72)

42 8/4 本名　新 東海大学湘南 大
ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:11.99 (  0.86)

43 11/3 佐藤　龍 日本体育大学 大
ｻﾄｳ ﾘｭｳ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.20 (  0.76)

44 12/3 井上　祐里 明治学院大学 大
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.32 (  0.80)

45 12/8 川原山　聡梧 東海大学湘南 大
ｶﾜﾊﾗﾔﾏ ｿｳｺﾞ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:12.42 (  0.96)
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46 6/7 中林　拓海 明治大学 大
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.98 (  0.82)

47 5/8 田代　晃哲 国士舘大学 大
ﾀｼﾛ ｱｷﾋﾛ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.21 (  0.86)

48 9/5 𠮷永　拓海 東海大学静岡 大
ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:13.27 (  0.75)

49 6/4 三上　拓琉 拓殖大学 大
ﾐｶﾐ ﾀｸﾙ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.33 (  0.79)

50 6/2 萩村　隼士 明治大学 大
ﾊｷﾞﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.64 (  0.83)

51 7/8 古田　慎之助 拓殖大学 大
ﾌﾙﾀ ｼﾝﾉｽｹ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.66 (  0.83)

52 8/5 宮下　陸 日本体育大学 大
ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.89 (  0.75)

53 9/1 小沼　駿之介 拓殖大学 大
ｵﾇﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.05 (  0.68)

54 2/4 柴崎　太一 東海大学湘南 大
ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲﾁ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:14.56 (  0.73)

55 5/1 村上　武瑠 青山学院大学 大
ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.62 (  0.68)

56 10/8 深美　正聡 東海大学静岡 大
ﾌｶﾐ ﾏｻﾄｼ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:14.63 (  0.85)

57 6/3 大原　一平 日本体育大学 大
ｵｵﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.75 (  0.98)

58 6/8 黒部　幹太 東海大学静岡 大
ｸﾛﾍﾞ ｶﾝﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:14.88 (  0.83)

59 7/4 上妻　佳太郎 東海大学湘南 大
ｶﾐﾂﾞﾏ ｹｲﾀﾛｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:14.96 (  0.81)

60 1/3 吉永　裕亮 明治大学 大
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.07 (  0.86)
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61 6/6 檜山　幸佑 日本体育大学 大
ﾋﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.13 (  0.84)

62 3/4 横澤　広翔 国士舘大学 大
ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.77 (  1.08)

63 4/4 三嶋　凪 東洋大学 大
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.79 (  0.97)

64 10/7 井坂　渓人 流通経済大学 大
ｲｻｶ ｹｲﾄ ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:15.91 (  0.99)

65 3/8 宝満　橋平 東海大学湘南 大
ﾎｳﾏﾝ ｷｮｳﾍｲ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:15.93 (  0.72)

66 1/2 谷上　洸三郎 明治大学 大
ﾀﾆｶﾞﾐ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.18 (  0.91)

67 9/4 兼本　純汰 東海大学静岡 大
ｶﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:16.25 (  0.86)

68 8/7 澤田　夕輝 日本大学 大
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.52 (  0.73)

69 6/5 松原　清尚 拓殖大学 大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾋｻ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.89 (  1.02)

70 8/1 田中　悠葵 明治大学 大
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:17.64 (  0.77)

71 4/6 渡部　創志郎 神奈川大学 大
ﾜﾀﾍﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:17.69 (  0.95)

72 1/7 三浦　洸樹 明治大学 大
ﾐｳﾗ ﾐｽﾞｷ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.11 (  0.81)

73 4/8 辻井　勇史 国士舘大学 大
ﾂｼﾞｲ ﾕｳｼ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.12 (  0.96)

74 6/1 島袋　準太 日本体育大学 大
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝﾀ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.28 (  1.03)

75 7/5 中西　陽太郎 東海大学静岡 大
ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:18.34 (  1.02)
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76 1/6 中村　卓浩 明治大学 大
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.08 (  0.75)

77 4/3 荒木　悠翼 神奈川大学 大
ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.33 (  0.91)

78 2/3 一寸木　健太 東海大学湘南 大
ﾁｮｯｷ ｹﾝﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:19.48 (  0.65)

79 2/6 大橋　弘基 日本体育大学 大
ｵｵﾊｼ ﾋﾛｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.93 (  0.88)

80 8/8 渋谷　碩紀 日本体育大学 大
ｼﾌﾞﾀﾆ ｾｷﾉﾘ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.48 (  0.97)

81 3/7 清水　航佑 拓殖大学 大
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.60 (  0.99)

82 4/7 本橋　一真 国士舘大学 大
ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:21.14 (  0.96)

83 5/3 駒津　颯 順天堂大学 大
ｺﾏﾂﾞ ﾊﾔﾄ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.41 (  1.00)

84 1/4 岩佐　涼太 明治国際医療 大
ｲﾜｻ ﾘｮｳﾀ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  1:23.54 (  0.94)

85 10/4 村上　裕哉 日本大学 大
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.83 (  0.74)

86 5/5 竹山　諒 順天堂大学 大
ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.93 (  1.15)

87 2/8 山嵜　大飛 武蔵野大学 大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ  1:25.15 (  1.08)

88 3/6 石川　泰智 順天堂大学 大
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.28 (  1.03)

89 4/1 原田　大暉 国士舘大学 大
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｷ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.42 (  0.94)

90 9/3 秋池　悠太 明治大学 大
ｱｷｲｹ ﾕｳﾀ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:30.70 (  0.67)
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91 4/2 早川　陸人 国士舘大学 大
ﾊﾔｶﾜ ﾘｸﾄ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:40.89 (  1.04)

8/3 大圖　光陽 日本体育大学 大
ｵｵｽﾞ ﾐﾂｱｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

5/6 谷口　日向 帝京大学 大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

11/1 坂本　恒 日本大学 大
ｻｶﾓﾄ ｺｳ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

7/7 仲上　大翔 順天堂大学 大
ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

3/5 川田　健心 国士舘大学 大
ｶﾜﾀ ｹﾝｼﾝ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

1/5 山下　湧輝 明治国際医療 大
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ 失格

1/1 鈴木　義啓 明治大学 大
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

1/8 深澤　君平 明治大学 大
ﾌｶｻﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/1 前島　大地 日本体育大学 大
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/5 休場　匠 東海大学湘南 大
ﾔｽﾐﾊﾞ ﾀｸﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ 棄権

3/2 染谷　騎平 順天堂大学 大
ｿﾒﾔ ｷｯﾍﾟｲ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

4/5 石川　優太 法政大学 大
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

5/7 渡邉　春季 日本体育大学 大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

7/2 松波　諒哉 順天堂大学 大
ﾏﾂﾅﾐ ﾘｮｳﾔ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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7/6 大矢　健人 慶應義塾大学 大
ｵｵﾔ ｹﾝﾄ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

8/6 猪又　裕斗 日本体育大学 大
ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

9/6 雲　諒斗 大阪体育大学 大
ｸﾓ ﾘｮｳﾄ ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

10/1 和泉澤　渉 国際武道大学 大
ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

12/1 進士　昂 成城大学 大
ｼﾝｼﾞ ｺｳ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

13/5 内山　弘基 成城大学 大
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

14/2 山下　瑛照 日本体育大学 大
ﾔﾏｼﾀ ｴｲｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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