
第46回日本短水路選手権水泳競技大会                
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子    200m   バタフライ   予選   6組 世界記録  1:51.21
競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 522 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 253 山口　　翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高3
5 241 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ ふじＳＣ ﾌｼﾞSC 高2
6
7
8

2組
1 570 本崎　智久 ﾎﾝｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
2 383 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
3 566 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
4 53 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ イトマン大宮 ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 大4
5 476 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 203 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高3
7 17 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶSC 高3
8 366 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

3組
1 289 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗｹﾝｼﾞﾛｳ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 大1
2 323 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
3 546 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 488 二瓶　隆士 ﾆﾍｲ ﾀｶｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 464 村田　雅博 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
6 267 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
7 288 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 高2
8 187 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 林　水泳教室 ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 高1

4組
1 437 神野　剛行 ｼﾞﾝﾉ ﾀｹﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
2 512 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
3 441 相原　雄介 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
4 116 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金田ＳＣ ｶﾈﾀﾞSC 高2
5 626 J.J.VELOZ Veloz Juan J ＭＥＸ MEX
6 642 N.SKVORTSOV Skvortsov Ni ＲＵＳ RUS
7 128 松宮　弘寿 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大1
8 164 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 高2

5組
1 13 奥野　正寛 ｵｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 秋田魁新報社 ｱｷﾀｻｷｶﾞｹ
2 550 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
3 481 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 539 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 621 JEONG DOO HEE Jeong Doo-He ＫＯＲ KOR
6 377 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
7 627 J.ILIKA Ilika Josh ＭＥＸ MEX
8 277 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 432 細田雄太郎 ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 337 臼田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 633 M.BURMESTER Burmester Mo ＮＺＬ NZL
4 137 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 217 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ ミキハウスＫ ﾐｷﾊｳｽK
6 98 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
7 359 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
8 81 鈴木　知也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 東武北越谷 ﾄｳﾌﾞｷﾀｺｼ 大2
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