
世界記録   4:03.84
競技No. :  4 男子  400m 個人メドレー 予選

日本記録   4:06.05

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 学関東 376 佐藤　　颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 法政大学 大4 4:30.92
3 学関西 584 田中　一路 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ 関西学院大学 大2 4:27.75
4 大  阪 331 木村　瞬弥 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ＪＳＳ東花園/桃山学院高校 高2 4:24.60
5 埼  玉 32 中西秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ アテナＡＭＣ 4:27.14
6 神奈川 199 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ ヨコハマＳＣ/湘南工大附高 高3 4:28.32
7
8

2組
1 静  岡 267 杉山　大晟 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ 飛龍高校    /ＳＣセイシン 高3 4:23.62
2 学中部 533 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 中京大学 大4 4:23.14
3 愛  知 282 西川　我咲 ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ 豊川高校    /ＫＬ春日井 高1 4:22.36
4 学関東 515 勝又　悠起 ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｷ 日本大学 大1 4:21.85
5 学関東 385 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中央大学 大4 4:22.12
6 東  京 119 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ ﾙﾈｻﾝｽ東京   /淑徳巣鴨高校 高3 4:22.45
7 埼  玉 33 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ アテナＡＭＣ/武南高校 高3 4:23.20
8 東  京 73 飯田　光達 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ ｲﾄﾏﾝ東伏見  /八王子高校 高3 4:24.44

3組
1 神奈川 207 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜   /日大藤沢高校 高1 4:21.24
2 学関東 517 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 東海大学 大4 4:19.29
3 神奈川 224 上川畑　英 ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ イトマン港北/桐光学園高校 高3 4:16.61
4 神奈川 228 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ NECGSC溝の口/明治大学 大2 4:11.75
5 神奈川 223 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ イトマン港北/日本大学 大1 4:14.25
6 栃  木 17 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｽｳｨﾝ宇都宮 高2 4:18.88
7 埼  玉 53 庭野　直樹 ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ スウィン美園/明治大学 大1 4:20.26
8 学関東 380 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 法政大学 大2 4:21.83

4組
1 学関東 449 佐藤　貴道 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川大学 大2 4:20.73
2 学関東 486 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 早稲田大学 大3 4:19.18
3 学関東 398 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大4 4:16.25
4 学関東 506 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 日本大学    /ATSC.YW 大3 4:10.75
5 愛  知 297 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ ガスワン    /サイサン 4:14.20
6 大  阪 307 山口　哩駈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 桃山学院高校 高2 4:18.27
7 学関東 505 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 日本大学 大3 4:20.02
8 学関東 450 竹中　柊貴 ﾀｹﾅｶ ｼｭｳｷ 神奈川大学 大2 4:21.60

5組
1 学関東 388 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中央大学 大4 4:20.42
2 学関東 502 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 日本大学 大4 4:19.16
3 千  葉 65 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2 4:14.38
4 東  京 94 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ TEAM DAIYA 4:09.02
5 大  阪 335 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大4 4:11.88
6 東  京 105 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 東京ドームＳ/明治大学 大2 4:16.82
7 埼  玉 49 入江　秀行 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ｽｳｨﾝふじみ野/春日部共栄高 高2 4:19.30
8 学関東 425 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 明治大学 大1 4:21.26
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