
第８０回(2004年度)日本選手権水泳競技大会競泳競技  
兼アテネオリンピック代表選手選考会                
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.  3 男子    400m   自由形   予選   6組 世界記録  3:40.08
日本記録  3:50.36

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 152 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
3 99 瀧下　康平 ﾀｷｼﾀ ｺｳﾍｲ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大4
4 637 澤村　康弘 ｻﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 316 早島　幹大 ﾊﾔｼﾏ ﾐｷﾋﾛ ＫＴＶ豊中 KTVﾄﾖﾅｶ
6 511 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
7
8

2組
1 622 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 655 山辺　寿崇 ﾔﾏﾍﾞ ﾄｼﾀｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大4
3 520 林　　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 649 園田　直哉 ｿﾉﾀﾞ ﾅｵﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大4
5 435 岩立　将史 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 200 西井　照善 ﾆｼｲ ﾃﾙﾖｼ 白門水泳会 ﾊｸﾓﾝｽｲｴｲ
7 94 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大2
8 513 東　　晃司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3

3組
1 337 白井　智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 大1
2 461 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 680 田中　宏治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 福大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
4 405 佐竹　毅映 ｻﾀｹ ﾀｶｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大3
5 445 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
6 439 三橋　泰典 ﾐﾂﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 457 井上　　優 ｲﾉｳｴ ﾕｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 450 天野　雄太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

4組
1 619 高山　裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
2 493 菊池　優紀 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
3 369 片山　英司 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ ＳＴＹ・ＳＣ STY.SC
4 626 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 140 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
6 156 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
7 33 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 高2
8 433 園中　貴文 ｿﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

5組
1 550 川崎　晃尚 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
2 63 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ コナミ北浦和 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高3
3 346 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳｽｲﾐ 高2
4 95 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大2
5 336 藤田　駿一 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 大4
6 437 高谷　健司 ﾀｶﾔ ｹﾝｼﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
7 570 永野　敦志 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
8 144 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大4
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 196 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ ワセダクラブ ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ
2 557 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 552 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 102 物延　靖記 ﾓﾉﾉﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大1
5 220 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ カワサキＳＣ ｶﾜｻｷSC 大1
6 262 荒瀬　洋太 ｱﾗｾ ﾖｳﾀ 富山パレス ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 大4
7 306 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
8 22 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ あかやまＳＳ ｱｶﾔﾏSS 高3
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