
世界記録   1:51.92
競技No. :  74 男子  200m 背泳ぎ 予選

日本記録   1:52.51

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 591 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 近畿大学 大4
2 学中部 535 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 中京大学 大4 2:05.02
3 北海道 1 諏訪　遥希 ｽﾜ ﾊﾙｷ ＪＳＳ岩見沢 高2 2:04.26
4 学関東 397 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 中央大学 大1 2:03.96
5 学関東 383 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中央大学 大4 2:04.24
6 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 2:04.94
7 学九州 612 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 鹿屋体育大学 大2 2:05.30
8

2組
1 愛  知 281 笠原　大知 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 豊川高校    /ＢＩＧ東海 高3 2:03.54
2 学中部 538 中原　樹人 ﾅｶﾊﾗ ﾐｷﾄ 中京大学 大4 2:02.86
3 埼  玉 51 森田　純一 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ オアシス浦和 2:02.54
4 学関東 513 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 日本大学 大1 2:02.44
5 学中部 567 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 新潟医福大 大3 2:02.52
6 学関東 395 赤坂　太成 ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ 中央大学 大1 2:02.60
7 大  阪 312 小東　真皓 ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ イトマン    /四條畷学園高 高2 2:03.28
8 学関東 470 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 東洋大学 大3 2:03.87

3組
1 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 2:01.01
2 埼  玉 44 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ スウィン鷲宮/明治大学 大3 2:00.00
3 愛  知 299 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 菱信工業    /TEAM　TYR 1:59.16
4 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 1:57.33
5 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 1:58.58
6 学関東 502 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 日本大学 大4 1:59.32
7 学関西 594 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 近畿大学 大3 2:00.72
8 学関西 588 岡田　幸大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 近畿大学 大4 2:01.52

4組
1 学関東 490 村上賢之慎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ 早稲田大学 大2 2:00.84
2 学関東 483 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 早稲田大学 大3 1:59.43
3 鹿児島 375 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 山陰ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ /Ｎｂ 1:58.79
4 東  京 165 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ ＳＥＩＫＯ 1:57.20
5 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 1:58.30
6 東  京 80 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 太陽教育ＳＣ 1:59.30
7 学関東 389 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中央大学 大4 2:00.20
8 学関東 509 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 日本大学 大2 2:01.07

5組
1 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 2:00.79
2 神奈川 201 山田　海都 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ＳＡ新城    /明治大学 大1 1:59.33
3 学中部 547 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中京大学 大1 1:58.75
4 東  京 114 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ イトマン東進 1:56.22
5 大  阪 344 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ GLOBAL UNION/近大クラブ 1:58.19
6 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 1:59.21
7 学関東 414 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 立教大学 大2 2:00.07
8 学関東 493 村上　汰晟 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 早稲田大学 大1 2:01.04
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