
世界記録   1:50.73
競技No. :  49 男子  200m バタフライ 予選

日本記録   1:52.53

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 386 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 中央大学 大4 2:07.20
4 学関東 487 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 早稲田大学 大2 2:02.95
5 学関東 380 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 法政大学 大2 2:04.13
6
7
8

2組
1
2 学九州 607 岩田　康雅 ｲﾜﾀ ｺｳｶﾞ 福岡大学    /ジャパン丸亀 大4 2:01.74
3 千  葉 64 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学 大2 2:01.18
4 学関東 473 草野　光希 ｸｻﾉ ﾐﾂｷ 東洋大学    /ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 大1 2:00.90
5 学関東 525 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 山梨学院大学 大4 2:00.96
6 学関東 420 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 明治大学 大4 2:01.63
7 学関東 379 山崎　寛史 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ 法政大学 大2 2:02.56
8

3組
1 埼  玉 40 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ スウィン埼玉/春日部共栄高 高3 2:00.35
2 学中部 543 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 中京大学 大3 2:00.26
3 大  阪 339 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ イトマン近大 大1 1:59.97
4 東  京 178 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /明治大学 大4 1:59.79
5 愛  知 275 三輪田理央 ﾐﾜﾀﾞ ﾘｵ 中京大中京高/ビート守山 高3 1:59.90
6 群  馬 18 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ ＳＡ伊勢崎 高3 1:59.98
7 学中部 539 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 中京大学 大3 2:00.28
8 学中部 541 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ 中京大学    /スウィン鷲宮 大3 2:00.49

4組
1 東  京 128 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ ルネサンス  /明治大学 大1 1:59.34
2 神奈川 233 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ ＪＦＥ京浜 1:58.50
3 学関東 398 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 日本体育大学 大4 1:57.93
4 東  京 172 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ミキハウス 1:55.21
5 神奈川 250 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 富士防      /大紀ＳＣ 1:57.59
6 学関東 426 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 筑波大学 大4 1:58.19
7 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 1:58.76
8 学関東 393 松川　晟士 ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ 中央大学 大2 1:59.63

5組
1 東  京 129 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ ルネサンス  /法政大学 大1 1:58.89
2 大  分 371 入江　崇也 ｲﾘｴ ﾀｶﾔ 佐伯鶴城高校 高3 1:58.31
3 鹿児島 374 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ Ｎｂ        /鹿児島情報高 高3 1:57.93
4 東  京 115 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ イトマン東進 1:54.55
5 東  京 158 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ あいおいﾆｯｾｲ/東京ドームＳ 1:56.12
6 埼  玉 52 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ スウィン美園/法政大学 大1 1:58.12
7 大  阪 333 寛嶋　尚ニ ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 近大クラブ 1:58.71
8 神奈川 197 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ ヨコハマＳＣ/青山学院大学 大4 1:59.61

6組
1 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 1:58.84
2 大  阪 323 高木　　陸 ﾀｶｷ ﾘｸ ＫＴＶ豊中  /太成学院大高 高3 1:58.22
3 学関西 591 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 近畿大学 大4 1:57.89
4 学関東 506 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 日本大学    /ATSC.YW 大3 1:53.73
5 大  阪 337 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ イトマン近大 大2 1:55.82
6 学関東 512 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 日本大学 大1 1:58.04
7 学関西 589 塚本　康介 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 近畿大学 大4 1:58.51
8 学関西 603 十亀　正暉 ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾃﾙ 同志社大学 大3 1:59.44
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