
国際大会日本代表選手選考会

東京辰巳国際水泳場

世界記録   2:06.12
競技No. :  56 男子  200m 平泳ぎ 予選

日本記録   2:06.40

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 535 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 山梨学院大学 大3 2:17.61
2 茨  城 17 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 茗水会 2:14.22
3 学関東 422 幸田　太一 ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 中央大学 大2 2:13.64
4 学関東 455 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 筑波大学 大2 2:13.16
5 学関西 602 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 近畿大学 大3 2:13.63
6 学関東 469 小山内元気 ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ 神奈川大学 大2 2:14.15
7 学関東 468 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 神奈川大学 大2 2:14.49
8

2組
1 学関東 526 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 日本大学 大1 2:12.82
2 山  口 381 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ＫＳＧ・徳山 大4 2:11.73
3 学関東 452 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 筑波大学 大3 2:11.11
4 東  京 173 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ ミキハウス 2:07.58
5 学関東 438 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 慶應義塾大学 大3 2:09.09
6 東  京 159 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 三谷産業    /マリン舎人 2:11.46
7 大  阪 354 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 白寿        /近大クラブ 2:12.69
8 学関西 608 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 近畿大学 大1 2:13.06

3組
1 学関東 525 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 日本大学 大1 2:12.77
2 学関東 445 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 明治大学 大2 2:11.71
3 東  京 109 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ TEAM DAIYA 2:11.00
4 愛  知 287 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ ＴＯＹＯＴＡ 2:07.08
5 学関東 499 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 早稲田大学 大3 2:08.98
6 学九州 619 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鹿屋体育大学/Ｎｂ 大2 2:11.25
7 学関東 430 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 日本体育大学 大2 2:12.41
8 学中部 555 尾矢　海太 ｵﾔ ｼｲﾀ 中京大学 大1 2:12.99

4組
1 東  京 120 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ マリン西新井 高3 2:12.71
2 学関東 447 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 明治大学 大2 2:11.61
3 神奈川 226 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ NECGSC溝の口/法政大学 大2 2:09.71
4 東  京 97 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 東京ＳＣ    /慶應義塾大学 大3 2:06.40
5 学関東 485 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 東洋大学 大4 2:08.95
6 東  京 187 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ＮＯＫ 2:11.25
7 学関東 502 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 早稲田大学 大3 2:12.11
8 大  分 398 高橋　　功 ﾀｶﾊｼ ｺｳ ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ   /別府翔青高校 高1 2:12.97
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