
世界記録   1:54.00
競技No. :  48 男子  200m 個人メドレー 予選

日本記録   1:55.07

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 学関東 459 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 日本大学 大4 2:02.84
2 学関東 477 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 山梨学院大学 大3 2:02.52
3 愛  知 247 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中京大中京高/豊橋ＳＳ 高3 2:02.39
4 学関東 453 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大学 大2 2:02.20
5 学関東 454 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大学 大1 2:02.38
6 神奈川 180 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大3 2:02.42
7 学関東 465 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 日本大学 大3 2:02.79
8 学関東 395 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 明治大学 大2 2:02.89

2組
1 栃  木 11 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｽｳｨﾝ宇都宮 高1 2:01.96
2 東  京 101 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドーム  /明治大学 大1 2:01.29
3 神奈川 192 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日本大学高校 高3 1:59.74
4 埼  玉 20 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 自衛隊      /ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ 1:58.66
5 大  阪 304 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大3 1:59.27
6 学関東 359 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学 大3 2:00.93
7 学関東 371 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大3 2:01.72
8 学関東 473 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大学 大3 2:02.09

3組
1 神奈川 204 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ ＪＦＥ京浜 2:01.95
2 神奈川 208 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ ＪＦＥ京浜 2:01.26
3 東  京 155 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ ミキハウス 1:59.36
4 東  京 131 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ブリヂストン 1:57.67
5 埼  玉 24 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ スウィン大宮/法政大学 大4 1:59.11
6 神奈川 197 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ NECGSC溝の口/明治大学 大1 2:00.78
7 学関東 432 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋大学 大4 2:01.55
8 神奈川 191 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2 2:02.08

4組
1 学関東 385 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 慶應義塾大学 大4 2:01.85
2 学関東 396 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 筑波大学 大4 2:01.00
3 東  京 65 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 金町ＳＣ 1:59.30
4 東  京 80 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ TEAM DAIYA 1:55.98
5 学中部 483 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中京大学    /伊東ＳＳ 大3 1:58.94
6 東  京 142 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ 木下グループ 2:00.11
7 千  葉 49 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学 大1 2:01.32
8 東  京 138 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ Ｔ．Ｉ．Ｓ  /太陽教育ＳＣ 2:02.05
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