
男子 4x100m フリーリレー　

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  3:31.12 短水路標準:  3:24.30

支部選手権:

参加制限: 24

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ1  3:17.72         * 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ2  3:18.85         * 出場

中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ3  3:19.40         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ4  3:19.85  3:19.59 ① 出場

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ5  3:19.89         * 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ6  3:21.43  3:19.29 ① 出場

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ7  3:21.54         * ② 出場

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ8  3:21.85         * 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ9  3:21.94         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ10  3:22.10         * ② 出場

関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ11  3:22.82  3:19.66 出場

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ12  3:22.96         * ① 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ13  3:23.37         * 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ14  3:23.60         * 出場

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ15  3:23.73         * 出場

福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ16  3:24.22         * ① 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ17  3:24.27         * ② 出場

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ18  3:24.30         * 出場

新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ19  3:24.57         * ② 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ20  3:25.19         * 出場

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ21  3:25.61         * 出場

天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ22  3:26.44  3:22.60 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ23  3:26.58         * 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ24  3:26.60         * 出場

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ25  3:27.43         *

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ26  3:27.97         *

びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ27  3:29.12         *

岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ28  3:29.26  3:35.80* ①

立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ29  3:29.96  3:29.56*

甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ30  3:30.73  3:27.85*

大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ31  3:30.78  3:27.25*

城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞ32  3:30.88  3:21.08

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ33  3:31.26*         *

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ34  3:31.27*  3:30.37*

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ35  3:32.37*         *

桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ36  3:34.23*         *

北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ37  3:34.32*         * ①

東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ38  3:35.18*         * ②

松山大 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ39  3:37.12*         * ②

山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ40  3:39.72*  3:35.90*

広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ41  3:40.09*         *

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ42         *  3:28.38*
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男子 4x200m フリーリレー　

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  7:38.93 短水路標準:  7:24.46

支部選手権:

参加制限: 24

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ1  7:18.86         * ① 出場

中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ2  7:18.91         * 出場

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ3  7:19.00         * 出場

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ4  7:19.22         * 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ5  7:20.68         * 出場

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ6  7:23.15         * 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ7  7:24.06         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ8  7:24.14  7:20.30 ① 出場

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ9  7:24.20         * ① 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ10  7:26.78         * 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ11  7:27.33         * 出場

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ12  7:27.43         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ13  7:27.98         * ① 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ14  7:29.85  7:22.98 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ15  7:30.58         * 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ16  7:30.62         * 出場

関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ17  7:30.90  7:16.93 出場

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ18  7:31.31         * 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ19  7:31.97         * 出場

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ20  7:32.17         * 出場

福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ21  7:33.16         * 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ22  7:33.52         * 出場

関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ23  7:35.95  7:27.01* 出場

天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ24  7:39.00*  7:22.55 出場

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ25  7:40.02*         *

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ26  7:40.58*         *

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ27  7:44.67*         *

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ28  7:44.91*         *

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ29  7:47.62*  7:47.74*

びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ30  7:48.23*         *

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ31  7:54.57*         * ①

松山大 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ32  8:02.68*         * ①

東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ33  8:07.17*         *

広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ34  8:10.16*         *

北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ35  8:13.03*         *
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男子 4x100m メドレーリレー

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  3:51.40 短水路標準:  3:44.05

支部選手権:

参加制限: 24

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ1  3:36.45         * 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ2  3:37.21         * 出場

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ3  3:37.30         * ① 出場

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ4  3:37.36         * 出場

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ5  3:37.65         * 出場

中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ6  3:37.96         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ7  3:39.41  3:35.33 ① 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ8  3:39.46         * 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ9  3:40.21         * 出場

新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ10  3:40.85         * ② 出場

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ11  3:40.87         * ② 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ12  3:41.09         * 出場

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ13  3:41.93         * ① 出場

関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ14  3:42.19  3:35.04 ② 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ15  3:42.20         * 出場

福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ16  3:42.71         * ① 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ17  3:43.87         * 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ18  3:44.05         * 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ19  3:44.24         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ20  3:44.74         * ② 出場

天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ21  3:44.94  3:36.85 出場

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ22  3:45.36         * 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ23  3:45.43  3:37.94 出場

九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ24  3:47.13         * 出場

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ25  3:48.38         *

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ26  3:48.59         *

甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ27  3:49.23         *

大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ28  3:49.30  3:44.06*

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ29  3:49.33         *

神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ30  3:49.43  3:43.11

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ31  3:49.48         *

びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ32  3:50.31         *

拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ33  3:50.82  3:43.67

帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ34  3:51.26         *

立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ35  3:51.39  3:46.78*

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ36  3:52.87*  3:43.01

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ37  4:00.95*  3:43.69

東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ38  3:53.88*         *

岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ39  3:53.95*  4:04.14*

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ40  3:54.89*         *

東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ41  3:57.12*         * ①

松山大 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ42  3:57.36*         * ①

北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ43  3:58.09*         * ②

広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ44  4:00.12*         * ②

山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ45  4:03.63*  3:54.06*
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女子 4x100m フリーリレー　

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  4:02.66 短水路標準:  3:51.70

支部選手権:

参加制限: 24

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ1  3:40.26         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ2  3:45.18  3:55.12* ① 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ3  3:45.44         * 出場

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ4  3:45.71         * 出場

新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ5  3:46.40         * ② 出場

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ6  3:46.87         * 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ7  3:46.94         * 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ8  3:47.81         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ9  3:49.61         * ① 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ10  3:49.68         * 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ11  3:49.82         * ① 出場

日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ12  3:50.85         * ① 出場

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ13  3:51.29         * 出場

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ14  3:51.36         * ② 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ15  3:51.82  3:52.83* 出場

武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ16  3:52.22  3:54.36* ② 出場

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ17  3:52.83         * 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ18  3:54.20         * 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ19  3:54.73         * 出場

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ20  3:54.85         * 出場

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ21  3:55.34         * 出場

関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ22  3:55.54  3:48.42 出場

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ23  3:55.67         * 出場

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ24  3:57.39         * 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ25  3:57.59         *

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ26  3:58.61         *

びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ27  3:59.00         *

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ28  4:00.09  3:58.26* ①

拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ29  4:00.24         *

福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ30  4:00.32         * ②

天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ31  4:00.85  3:54.81*

関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ32  4:01.61  4:03.02*

新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ33  4:02.09         *

東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ34  4:02.13  3:56.99*

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ35  4:04.06*         *

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ36  4:05.31*         *

東北福祉大 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ37  4:07.08*  3:59.52* ②

岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ38  4:09.99*  3:57.77* ①

川崎医福大 ｶﾜｻｷｲﾌｸ39  4:14.32*         * ②

九州大 ｷｭｳﾀﾞｲ40  4:14.82*         *

仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ41  4:27.95*  4:11.44*

鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ42  4:41.86*         *
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女子 4x200m フリーリレー　

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  8:35.49 短水路標準:  8:14.97

支部選手権:

参加制限: 24

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ1  8:01.15         * 出場

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ2  8:05.33         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ3  8:09.85         * ① 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ4  8:11.88         * 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ5  8:12.88         * 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ6  8:13.52         * 出場

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ7  8:14.59         * 出場

日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ8  8:17.00         * ① 出場

新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ9  8:17.56         * 出場

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ10  8:18.49         * 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ11  8:18.73         * ① 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ12  8:19.27         * 出場

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ13  8:21.11         * 出場

武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ14  8:22.11  8:20.15* 出場

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ15  8:24.82         * 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ16  8:26.01         * 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ17  8:28.84         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ18  8:29.96         * ① 出場

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ19  8:31.37         * 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ20  8:32.62         * 出場

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ21  8:33.44         * 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ22  8:33.45         * 出場

関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ23  8:34.85  8:16.14* 出場

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ24  8:37.57*         * 出場

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ25  8:40.73*         *

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ26  8:45.00*         *

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ27  8:47.04*         *

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ28  8:47.70*         *

九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ29  8:57.16*         *

九州大 ｷｭｳﾀﾞｲ30  9:32.70*         *

鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ31         *         *

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ31         *         *
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女子 4x100m メドレーリレー

チーム名: カナ:RANK:

第97回日本学生選手権水泳競技大会

長水路: 短水路:

(*：標準記録突破未確認)長水路標準:  4:26.72 短水路標準:  4:14.80

支部選手権:

参加制限: 24

東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ1  4:01.48         * 出場

明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ2  4:04.16         * 出場

日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ3  4:04.92         * 出場

神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ4  4:05.07         * 出場

中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ5  4:05.73  4:20.45* ① 出場

新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ6  4:06.20         * ② 出場

日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ7  4:07.91         * 出場

筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ8  4:08.84         * 出場

近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ9  4:11.50         * ① 出場

早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ10  4:11.99         * 出場

中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ11  4:12.09         * 出場

法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ12  4:12.46         * 出場

同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ13  4:14.30         * ② 出場

順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ14  4:15.23         * 出場

武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ15  4:15.37         * 出場

愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ16  4:16.00         * 出場

東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ17  4:16.86         * ① 出場

関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ18  4:17.88  4:10.03 出場

大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ19  4:18.22  4:10.09 出場

専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ20  4:18.23         * ② 出場

立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ21  4:18.87         * 出場

岐阜聖徳学大 ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ22  4:19.19         * 出場

鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ23  4:19.75         * ① 出場

青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ24  4:20.50         * 出場

日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ25  4:20.81         *

国士舘大 ｺｸｼｶﾝ26  4:20.83         *

東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ27  4:21.27         *

至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ28  4:22.14         *

山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ29  4:22.60         *

びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ30  4:22.95         *

天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ31  4:24.29         *

慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ32  4:26.81*         *

九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ33  4:27.37*         * ②

拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ34  4:28.01*         *

東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ35  4:30.09*  4:28.01* ①

川崎医福大 ｶﾜｻｷｲﾌｸ36  4:33.93*         * ①

岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ37  4:35.54*         * ②

東北福祉大 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ38  4:40.46*  4:40.02* ②

仙台大 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ39  4:43.51*  4:36.30*

九州大 ｷｭｳﾀﾞｲ40  4:45.48*         *

鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ41  5:17.33*         *
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