
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. 70 男子     50m   バタフライ   タイム決勝   7組 世界記録    23.43
日本記録    24.07

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 495 中村　英悟 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｻﾄ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
2 76 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン鷲宮 ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 中3
3 530 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 632 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 395 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ 唐津ＳＣ ｶﾗﾂSC 高3
6 624 柴田　恵吾 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
7 629 中島　　慧 ﾅｶｼﾏ ｹｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 593 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1

2組
1 51 草野吾希男 ｸｻﾉ ｱｷｵ 埼玉日産 ｻｲﾀﾏﾆｯｻﾝ
2 571 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 237 寺西　洋平 ﾃﾗﾆｼ ﾖｳﾍｲ 海自横須賀 ｶｲｼﾞﾖｺｽｶ
4 434 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
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
6 558 澤　　武志 ｻﾜ ﾀｹｼ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
7 287 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ コパンＳＳ ｺﾊﾟﾝSS 高2
8 375 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

3組
1 617 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
2 192 宇佐見政勝 ｳｻﾐ ﾏｻｶﾂ 東京電力 ﾄｳﾃﾞﾝ
3 86 鈴木秀太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 稲毛インター ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 大3
4 618 荒川美都男 ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｵ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 640 井上　貴裕 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 大体大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 224 石井　慎吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ コナミ青葉台 ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 大3
7 683 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 福大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
8 239 稲生　浩明 ｲﾅｵ ﾋﾛｱｷ 富　士　通 FUJITSU

4組
1 331 早田　和重 ﾊﾔﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 近大ａｑｕａ ｷﾝﾀﾞｲｱｸｱ
2 171 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ ル・両国 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 大2
3 523 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
4 654 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞ 大1
5 485 堀川　卓志 ﾎﾘｶﾜ ﾀｸｼﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 595 上原　章吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
7 226 遠藤　牧夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｵ ＯＡＨＵ綱島 ｵｱﾌﾂﾅｼﾏ
8 555 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1

5組
1 610 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 172 岡村　有祐 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ＮＡＳ町田 NASﾏﾁﾀﾞ 大2
3 286 糸井　　統 ｲﾄｲ ﾊｼﾞﾒ 県立岐阜商高 ｹﾝｷﾞﾌｼｮｳ
4 472 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 585 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
6 230 杉山　智明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC
7 273 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 富士市役所 ﾌｼﾞｼﾔｸｼｮ
8 159 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高1
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6組
1 667 米谷　友佑 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｽｹ 佛教大学 ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞ 大1
2 588 成田　宗徳 ﾅﾘﾀ ﾑﾈﾉﾘ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
3 577 植村　健史 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
4 416 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
5 423 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
6 125 森田　勝彦 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾋｺ ｱｸﾗﾌﾞ調布 ｱｸﾗﾌﾞﾁｮｳ
7 264 高松　篤史 ﾀｶﾏﾂ ｱﾂｼ 富山健康科学 ｹﾝｺｳｶｶﾞｸ
8 246 白鳥　正人 ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾄ 翔泳会 ｼｮｳｴｲｶｲ

7組
1 103 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
2 180 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 高2
3 430 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
4 332 山本　貴司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 近大職員 ｷﾝﾀﾞｲｼｮｸ
5 247 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 本郷養護学校 ﾎﾝｺﾞｳﾖｳｺ
6 218 脇森　智志 ﾜｷﾓﾘ ｻﾄｼ のぼりとＳＣ ﾉﾎﾞﾘﾄSC 大4
7 211 松下　和正 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ ＮＥＣＧＳＣ NECGSC
8 258 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ
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