
世界記録   1:42.00
競技No. :  27 男子  200m 自由形 予選

日本記録   1:44.65

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 学関西 597 今村　圭吾 ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 近畿大学 大1 1:52.65
2 千  葉 63 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学 大3 1:51.73
3 神奈川 212 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高3 1:51.17
4 学関西 593 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 近畿大学 大3 1:50.88
5 学関東 377 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 法政大学 大3 1:50.94
6 学関東 409 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 慶應義塾大学/インター 大4 1:51.59
7 学中部 546 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 中京大学 大2 1:51.76
8 学関東 398 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大4

2組
1 埼  玉 24 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 自衛隊 1:50.80
2 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 1:50.74
3 学関東 425 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 明治大学 大1 1:50.16
4 東  京 137 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ マリン舎人  /立教池袋 高2 1:49.89
5 神奈川 190 スコット龍海 ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ 湘南工大附高/林水泳教室 高3 1:50.09
6 学関東 526 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 山梨学院大学 大3 1:50.56
7 学関東 472 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 東洋大学    /スウィン太田 大1 1:50.75
8 学関東 492 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 早稲田大学 大1 1:50.83

3組
1 神奈川 239 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ ＪＦＥ京浜 1:49.79
2 神奈川 195 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ NECGSC玉川 1:48.90
3 学関東 498 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 日本大学 大4 1:48.42
4 大  阪 338 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ イトマン近大 大2 1:47.44
5 学関東 506 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 日本大学    /ATSC.YW 大3 1:48.04
6 東  京 122 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 東京ﾒﾀﾙｼﾃｨ 1:48.67
7 大  阪 335 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ イトマン近大 大4 1:49.00
8 大  阪 336 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ イトマン近大 大3 1:49.85

4組
1 学関東 494 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 早稲田大学 大1 1:49.62
2 東  京 139 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ イトマン東京/中央大学 大3 1:48.88
3 千  葉 61 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学 大4 1:48.39
4 東  京 135 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ＳＷＡＮＳ  /フィッツ 1:47.12
5 埼  玉 23 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 自衛隊 1:47.93
6 学関東 499 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 日本大学    /ダッシュ新潟 大4 1:48.62
7 埼  玉 25 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 自衛隊 1:48.93
8 神奈川 198 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ ヨコハマＳＣ/明治大学 大2 1:49.83

5組
1 東  京 179 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学 大1 1:49.37
2 学関東 387 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 中央大学 大4 1:48.87
3 学関東 482 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 早稲田大学 大3 1:48.34
4 東  京 189 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ミツウロコ  /三菱養和ＳＳ 1:44.65
5 学関東 514 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 日本大学 大1 1:47.45
6 東  京 153 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 三谷産業    /三菱養和ＳＳ 1:48.43
7 東  京 156 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 山口保安工業 1:48.92
8 東  京 94 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ TEAM DAIYA 1:49.80
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