
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. 37 男子    100m   自由形   予選   6組 世界記録    47.84
日本記録    50.32

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 614 鬼頭　功一 ｷﾄｳ ｺｳｲﾁ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
2 579 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 537 猪俣　雅之 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 585 菊地隆一郎 ｷｸﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
5 556 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
6 406 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大2
7 660 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
8 156 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2

2組
1 356 松下　幸広 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾋﾛ ＭＳＳ MSS
2 4 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ コナミ白石 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高2
3 414 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大1
4 444 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
5 153 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
6 528 小﨑　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
7 426 八木　昭典 ﾔｷﾞ ｱｷﾉﾘ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶ 大1
8 449 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2

3組
1 569 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
2 455 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 512 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
4 272 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ミキハウスＳ ﾐｷﾊｳｽｼｽﾞ
5 276 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ アイシンＡＷ ｱｲｼﾝAW
6 201 竹内　佳孝 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾀｶ 白門水泳会 ﾊｸﾓﾝｽｲｴｲ
7 563 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
8 453 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2

4組
1 177 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大1
2 489 友野　良和 ﾄﾓﾉ ﾖｼｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 531 星野　太佑 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 27 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ 茗水会 ﾒｲｽｲｶｲ
5 234 山室　　健 ﾔﾏﾑﾛ ｹﾝ ＧＳアサオ GSｱｻｵ
6 33 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 高2
7 158 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高3
8 379 山野井智広 ﾔﾏﾉｲ ﾄﾓﾋﾛ ＷＡＭＳＴ WAMST

5組
1 71 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
2 114 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日大豊山 ﾌﾞｻﾞﾝ 高3
3 102 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
4 31 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS
5 557 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
6 690 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
7 241 中西　一生 ﾅｶﾆｼ ｲｯｾｲ 富　士　通 FUJITSU
8 597 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
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6組
1 112 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山 ﾌﾞｻﾞﾝ 高2
2 44 奥野　智裕 ｵｸﾉ ﾄﾓﾋﾛ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
3 225 伊藤　俊介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ＯＡＨＵ綱島 ｵｱﾌﾂﾅｼﾏ
4 198 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ SAT 大4
5 137 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大1
6 560 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 650 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大3
8 604 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
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