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競技No. 56 男子    200m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  1:28.69
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 和歌山 1749 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

ﾜｶﾔﾏ 1754 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 大2
1753 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 大3
1750 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ

2 佐　賀 1908 前田　浩史 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ
ｻｶﾞ 1911 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

1909 峯　　勇太 ﾐﾈ ﾕｳﾀ
1910 松林　耕一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 大4

3 大　阪 1652 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大4
ｵｵｻｶ 大学 1653 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大4

1654 髙木　遼司 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 大3
1655 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大3

4 愛　知 1527 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大3
ｱｲﾁ 1523 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ

1525 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大4
1529 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大2

5 千　葉 1251 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ
ﾁﾊﾞ 1255 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ 大3

1256 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大2
1252 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大4

6 兵  庫 1696 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 1692 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ

1695 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 大3
1698 開田　大誠 ｶｲﾀﾞ ﾀｲｾｲ 大1

7 三　重 1568 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 大4
ﾐｴ 大学 1569 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大2

1567 甫本　研太 ﾎﾓﾄ ｹﾝﾀ 大4
1566 三好　　達 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ 大4
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1 熊　本 1929 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大3

ｸﾏﾓﾄ 大学 1930 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大3
1928 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大4
1927 田上　勇気 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 大4

2 福  岡 1876 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ
ﾌｸｵｶ 1881 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 大3

1878 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 大4
1879 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大3

3 静　岡 1485 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 1487 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

1488 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ
1486 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

4 埼  玉 1209 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ
ｻｲﾀﾏ 1210 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1211 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ
1213 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大4

5 長　野 1386 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ
ﾅｶﾞﾉ 1389 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大2

1387 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 大4
1388 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大4

6 愛　媛 1855 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大4
ｴﾋﾒ 1856 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 大3

1853 日髙　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ
1857 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大3

7 東　京 1284 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大2
ﾄｳｷｮｳ 1283 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ

1288 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大1
1285 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大2

8 京　都 1617 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大4
ｷｮｳﾄ 大学 1618 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大3

1621 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大1
1616 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大4
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