
世界記録     23.80
競技No. :  47 男子   50m 背泳ぎ 予選

日本記録     24.24

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
2
3 学関東 482 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 早稲田大学 大3
4 大  阪 310 佐藤　佑亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ｲﾄﾏﾝアビコ  /太成学院大高 高2 26.67
5 学関東 419 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 明治大学 大4 26.81
6
7
8

2組
1
2 学関東 395 赤坂　太成 ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ 中央大学 大1 26.45
3 神奈川 246 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ ﾈｸｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ 26.39
4 学関東 378 由良　柾貴 ﾕﾗ ﾏｻｷ 法政大学 大3 26.34
5 新  潟 253 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ダッシュ新潟 棄権
6 千  葉 69 養日　　聖 ﾖｳｶ ｻﾄｼ ＪＳＳ大原 高3 26.40
7 学関東 513 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 日本大学 大1 26.60
8

3組
1 学中部 535 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 中京大学 大4 26.23
2 学中部 545 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 中京大学 大2 25.95
3 神奈川 244 桜井　祐輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 富士通 25.72
4 愛  知 277 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ ＴＯＹＯＴＡ 25.31
5 学関東 429 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ 筑波大学 大3 25.69
6 学関東 471 川端　陸椰 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ 東洋大学 大3 25.82
7 神奈川 236 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ＪＦＥ京浜 26.11
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 26.34

4組
1 愛  知 294 竹下　翔太 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ フロンティア 26.23
2 佐  賀 369 寺川琉之介 ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ビート伊万里 高2 25.95
3 鹿児島 375 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 山陰ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ /Ｎｂ 25.71
4 東  京 79 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ スウィンＳＳ 24.92
5 愛  知 299 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 菱信工業    /TEAM　TYR 25.48
6 学関東 445 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 専修大学 大4 25.82
7 神奈川 245 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 富士通 26.10
8 学関西 605 入江　五陸 ｲﾘｴ ｲﾂﾑ 天理大学 大3 26.33

5組
1 愛  知 280 武田　守運 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ ＪＳＳ比良 26.11
2 学中部 567 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 新潟医福大 大3 25.84
3 学中部 532 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 中京大学    /名古屋ＳＣ 大4 25.69
4 東  京 110 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ イトマン東進 24.83
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 25.39
6 福  岡 367 溝口　　勇 ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ ビードロップ 25.79
7 東  京 169 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ THE STAR 26.01
8 学関東 434 古屋　璃空 ﾌﾙﾔ ﾘｸ 筑波大学 大1 26.24
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