
ジャパンオープン２０２０（50ｍ）

東京アクアティクスセンター

競技No. :  39 男子  200m 個人メドレー 予選

水路 加盟 登録No 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

1組
1
2
3 京  都 302 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 京都踏水会  /京都外大西高 高3 2:03.38
4 鹿児島 381 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ メルヘン姶良/鹿児島情報高 高2 棄権
5 栃  木 17 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｽｳｨﾝ宇都宮 中3 2:03.31
6
7
8

2組
1 兵  庫 353 北村　峻聖 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ ﾙﾈｻﾝｽ姫路   /須磨学園高校 高2 2:03.04
2 学関東 411 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 日本体育大学 大1 2:03.01
3 東  京 145 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三谷産業    /三菱養和ＳＳ 2:02.92
4 学関東 512 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大学 大2 2:02.79
5 学関東 496 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大学 大1 2:02.88
6 学関東 410 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大2 2:02.98
7 学関東 455 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 専修大学 大3 2:03.02
8 愛  知 278 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 豊川高校 高3 2:03.15

3組
1 学関東 522 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大学 大2 2:02.52
2 学関東 474 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大学 大3 2:01.55
3 神奈川 209 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日本大学高校 高2 2:00.72
4 東  京 172 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学 大4 1:58.66
5 大  阪 334 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大2 1:59.27
6 学関東 439 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 筑波大学 大3 2:01.00
7 神奈川 208 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ イトマン港北/青山学院大学 大1 2:02.08
8 学関東 518 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大学 大2 2:02.71

4組
1 愛  知 268 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中京大中京高/豊橋ＳＳ 高2 2:02.39
2 神奈川 200 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ Nagatsuta.SC/日本体育大学 大4 2:01.26
3 東  京 163 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ ミキハウス 1:59.36
4 東  京 141 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ブリヂストン 1:57.67
5 埼  玉 30 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ スウィン大宮/法政大学 大3 1:59.11
6 学関東 396 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学 大2 2:00.93
7 東  京 148 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ Ｔ．Ｉ．Ｓ  /太陽教育ＳＣ 2:02.05
8 学関東 425 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大学 大3 2:02.64

5組
1 千  葉 56 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高3 2:02.19
2 学関東 475 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大学 大3 2:01.05
3 学関東 407 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 日本体育大学 大4 1:59.30
4 東  京 86 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ TEAM DAIYA 1:55.98
5 学中部 533 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大学 大2 1:58.94
6 埼  玉 25 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊 2:00.90
7 神奈川 224 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ＪＦＥ京浜 2:01.95
8 神奈川 190 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大2 2:02.53
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