
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. 27 男子    200m   バタフライ   予選   6組 世界記録  1:53.93
日本記録  1:55.52

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 442 山口　仁司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
2 530 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
3 571 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
4 661 本崎　智久 ﾎﾝｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
5 550 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
6 142 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
7 617 橋爪　忠久 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
8

2組
1 38 山口　一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 群馬渋川ＳＳ ｸﾞﾝｼﾌﾞSS
2 632 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 460 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 423 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大4
5 375 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ プリオール ﾌﾟﾘｵｰﾙ 高3
6 586 橋本　　大 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
7 129 猪間　勇輝 ｲﾉﾏ ﾕｳｷ ｱｸﾗﾌﾞ調布 ｱｸﾗﾌﾞﾁｮｳ 大3
8 239 稲生　浩明 ｲﾅｵ ﾋﾛｱｷ 富　士　通 FUJITSU

3組
1 581 二瓶　隆士 ﾆﾍｲ ﾀｶｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
2 394 広尾　昌彦 ﾋﾛｵ ﾏｻﾋｺ 佐賀学園高校 ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高3
3 295 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ コナミ向日町 ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 高2
4 206 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 桐蔭学園高校 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高3
5 436 吉井　　純 ﾖｼｲ ｼﾞｭﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
6 329 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 高2
7 17 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 高3
8 659 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2

4組
1 203 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 日大高 ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高3
2 575 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 103 木場　瞬介 ｺﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大4
4 93 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大1
5 636 澤村　栄治 ｻﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 416 臼田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大3
7 313 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
8 432 烏川　昌大 ｳｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4

5組
1 180 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 高2
2 452 菱沼　良佑 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 602 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
4 154 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 534 相原　雄介 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
6 46 深川　聖史 ﾌｶｶﾞﾜ ﾏｻｼ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
7 258 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ
8 543 山川　聖史 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
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6組
1 547 酒井　一哉 ｻｶｲ ｶｽﾞﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
2 434 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 91 近藤　　優 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ
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
5 332 山本　貴司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 近大職員 ｷﾝﾀﾞｲｼｮｸ
6 121 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金田ＳＣ ｶﾈﾀﾞSC 高2
7 145 松宮　弘寿 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大1
8 464 佐藤　仁紀 ｻﾄｳ ﾋﾄｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
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