
第43回　関西学生春季室内選手権水泳競技大会        

                                                  

秋葉山公園県民水泳場  

Page    1

スタートリスト
競技№：  14 男子  200m 自由形 タイム決勝

       関西記録 1:47.23

     

     

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

2021/02/26 12:57:10 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1 学関西   417 小西　隆元          ｺﾆｼ ﾀｶﾓﾄ            立命館大学          大2  2:17.00

 2 学関西   428 加治屋　駿          ｶｼﾞﾔ ｼｭﾝ            摂南大学            大3  2:10.00

 3 学関西   407 井野　寛基          ｲﾉ ﾋﾛﾉﾘ             立命館大学          大2  2:10.00

 4 学関西   108 水田　陸斗          ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ            大阪市立大学        大1  2:07.00

 5 学関西   262 土肥　洋介          ﾄﾞﾋ ﾖｳｽｹ            大阪工業大学        大1  2:10.00

 6 学関西   426 井上　歩紀          ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ           摂南大学            大3  2:10.00

 7 学関西   430 八尋　　翔          ﾔﾋﾛ ｼｮｳ             摂南大学            大2  2:10.00

 8

 2組
 1 学関西    79 川野　誠悟          ｶﾜﾉ ｾｲｺﾞ            大阪大学            大2  2:07.00

 2 学関西   401 岡山　　雅          ｵｶﾔﾏ ﾏｻｼ            大阪府立大学        大1  2:06.00

 3 学関西   344 畑中　千拓          ﾊﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ            関西大学            大1  2:03.00

 4 学関西   411 早矢仕幸佑          ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ            立命館大学          大2  2:01.00

 5 学関西    94 中川　大輔          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         大阪市立大学        大3  2:02.00

 6 学関西   415 髙田　凌佑          ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ           立命館大学          大2  2:03.33

 7 学関西    78 冨田　雄揮          ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ             大阪大学            大2  2:06.50
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 3組
 1 学関西   300 片山　直人          ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ            天理大学            大2  2:00.00

 2 学関西   293 中島　豪隆          ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ         天理大学            大3  2:00.00

 3 学関西   471 錦田　恭太          ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ          びわこ成蹊大        大2  1:59.25

 4 学関西   349 濱口　怜央          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ            関西大学            大1  1:59.00

 5 学関西   477 白崎　冬真          ｼﾗｻｷ ﾄｳﾏ            びわこ成蹊大        大1  1:59.00

 6 学関西   302 椎名　建斗          ｼｲﾅ ﾀｹﾄ             天理大学            大2  1:59.50

 7 学関西   294 豊福　啓太          ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ            天理大学            大3  2:00.00
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 4組
 1 学関西   315 萩原健太朗          ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ         天理大学            大1  1:58.50

 2 学関西   472 鷲尾　友一          ﾜｼｵ ﾕｳｲﾁ            びわこ成蹊大        大2  1:58.00

 3 学関西   332 山口　凌慧          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ         関西大学            大3  1:58.00

 4 学関西   278 杉原　康平          ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ          同志社大学          大2  1:58.00

 5 学関西   295 生畑目啓人          ﾅﾊﾞﾀﾒ ｹｲﾄ           天理大学            大3  1:58.00

 6 学関西   460 佐野　大樹          ｻﾉ ﾀﾞｲｷ             びわこ成蹊大        大3  1:58.00

 7 学関西    33 辰己　悠祐          ﾀﾂﾐ ﾕｳｽｹ            大阪体育大学        大1  1:58.36

 8 学関西   452 住田　紘基          ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛｷ            びわこ成蹊大        大3  1:58.50

 5組
 1 学関西   348 山本　そら          ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ             関西大学            大1  1:57.50

 2 学関西   343 吉田　怜生          ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ             関西大学            大1  1:57.00

 3 学関西    58 友武　　涼          ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ            大阪教育大学        大3  1:57.00

 4 学関西   468 君塚　蒼良          ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ            びわこ成蹊大        大2  1:56.42

 5 学関西    26 松村　幸哉          ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾔ            大阪体育大学        大1  1:56.89

 6 学関西   307 山本　陸哉          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾔ            天理大学            大1  1:57.00

 7 学関西   464 安藝　佑一          ｱｷ ﾕｳｲﾁ             びわこ成蹊大        大2  1:57.00

 8 学関西   480 照井　　尊          ﾃﾙｲ ﾀｹﾙ             びわこ成蹊大        大1  1:57.80

 6組
 1 学関西   161 芳田　拓海          ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ            甲南大学            大3  1:56.00

 2 学関西   282 寺島　俊結          ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ         同志社大学          大1  1:55.27

 3 学関西     8 岸田　晃祐          ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ           大阪体育大学        大3  1:55.00

 4 学関西   277 尾脇　璃音          ｵﾜｷ ﾘｵﾝ             同志社大学          大2  1:54.89

 5 学関西     2 春岡　草太          ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ            大阪体育大学        大3  1:55.00

 6 学関西   342 城　　広翔          ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ            関西大学            大2  1:55.00

 7 学関西    31 中川　瑛介          ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ          大阪体育大学        大1  1:55.86

 8 学関西    35 山下　素直          ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ            大阪体育大学        大1  1:56.20
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 7組
 1 学関西   134 杉井　郁哉          ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ            関西学院大学        大1  1:53.98

 2 学関西   338 黒木　那都          ｸﾛｷ ﾅﾂ              関西大学            大2  1:53.73

 3 学関西    18 泉　　大雅          ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ           大阪体育大学        大2  1:53.27

 4 学関西   271 佐々木善健          ｻｻｷ ﾖｼﾀｹ            同志社大学          大3  1:52.66

 5 学関西    15 西本　憲伸          ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ           大阪体育大学        大2  1:52.74

 6 学関西   127 三原　慶悟          ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ            関西学院大学        大1  1:53.44

 7 学関西    20 村田　勇輝          ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ             大阪体育大学        大2  1:53.75

 8 学関西     5 福田　裕輝          ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ            大阪体育大学        大3  1:54.50

 8組
 1 学関西   136 増田　達哉          ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ            関西学院大学        大1  1:52.26

 2 学関西    68 悦過　大知          ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ            大阪教育大学        大1  1:52.00

 3 学関西   211 木本　憲大          ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ             近畿大学            大1  1:51.50

 4 学関西   195 井本　元汰          ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ            近畿大学            大4  1:49.10

 5 学関西   116 森下　翔太          ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ           関西学院大学        大3  1:51.00

 6 学関西   272 武田　弥己          ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ            同志社大学          大3  1:51.90

 7 学関西   275 岡本　大雅          ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ           同志社大学          大2  1:52.12

 8 学関西   212 井ノ上昭輝          ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ           近畿大学            大1  1:52.50


