
世界記録     51.85
競技No. :  29 男子  100m 背泳ぎ 予選

日本記録     52.24

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 北海道 1 諏訪　遥希 ｽﾜ ﾊﾙｷ ＪＳＳ岩見沢 高2 57.04
2 学中部 538 中原　樹人 ﾅｶﾊﾗ ﾐｷﾄ 中京大学 大4 56.51
3 学関東 513 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 日本大学 大1 56.33
4 学関東 378 由良　柾貴 ﾕﾗ ﾏｻｷ 法政大学 大3 56.05
5 学関西 588 岡田　幸大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 近畿大学 大4 56.15
6 学中部 535 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 中京大学 大4 56.40
7 学関東 383 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中央大学 大4 56.80
8 愛  知 294 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ フロンティア 57.66

2組
1 学関東 429 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ 筑波大学 大3 55.75
2 学関東 509 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 日本大学 大2 55.29
3 神奈川 211 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ＳＰ報徳金沢/明治大学 大2 54.90
4 東  京 164 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 八洲電業社  /スウィン大宮 54.42
5 東  京 79 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ スウィンＳＳ 54.72
6 東  京 165 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ ＳＥＩＫＯ 55.19
7 学中部 547 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中京大学 大1 55.66
8 学中部 532 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 中京大学    /名古屋ＳＣ 大4 55.94

3組
1 学関東 389 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中央大学 大4 55.75
2 東  京 169 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ THE STAR 55.29
3 学関東 502 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 日本大学 大4 54.89
4 東  京 112 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ イトマン東進 54.00
5 埼  玉 44 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ スウィン鷲宮/明治大学 大3 54.67
6 福  岡 368 竹原　秀一 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ はるおか赤間/東福岡高校 高3 55.11
7 神奈川 236 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ＪＦＥ京浜 55.65
8 神奈川 201 山田　海都 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ＳＡ新城    /明治大学 大1 55.80

4組
1 学関東 471 川端　陸椰 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ 東洋大学 大3 55.69
2 東  京 80 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 55.20
3 愛  知 299 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 菱信工業    /TEAM　TYR 54.76
4 東  京 110 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ イトマン東進 52.94
5 大  阪 344 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ GLOBAL UNION/近大クラブ 54.53
6 鹿児島 375 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 山陰ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ /Ｎｂ 54.90
7 学中部 567 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 新潟医福大 大3 55.32
8 学関東 483 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 早稲田大学 大3 55.75
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