
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. 60 男子    200m   平泳ぎ   予選   5組 世界記録  2:03.17
競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 535 山本喜一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 543 池上　　肇 ｲｹｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 190 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ ウオタメイツ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高3
6 32 大塚　一輝 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 群馬藤岡ＳＳ ﾌｼﾞｵｶSS 高1
7
8

2組
1 424 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
2 407 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 665 A.MORKOVIN Morkovin And ＵＺＢ UZB
4 438 清水　岳人 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
5 425 成澤　祐一 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｲﾁ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
6 55 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ イトマン北本 ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 高3
7 439 川口　一画 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｶｸ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
8 242 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 袋井ＳＣ ﾌｸﾛｲSC 高3

3組
1 553 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞｱｷﾋﾃﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 422 根津　隆宏 ﾈﾂ ﾀｶﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2
3 371 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
4 215 今村　元気 ｲﾏﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 東海大翔泳会 ﾄｳｶｲｼｮｳｴ
5 42 米原　亨祐 ﾖﾈﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 379 武市　昌輝 ﾀｹﾁ ﾏｻﾃﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 649 WANG WEI WEN Wang Wei-Wen ＴＰＥ TPE
8 630 D.KENT Kent Dean ＮＺＬ NZL

4組
1 459 采野　雅大 ｳﾈﾉ ﾏｻﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
2 364 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 222 天満　　宏 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｼ ＡＦＡＳＤＣ AFASｽﾜDC
4 138 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大4
5 618 H.DUBOSCQ Duboscq Hugu ＦＲＡ FRA
6 457 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
7 335 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ ルーテル学院 ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲ 高2
8 381 堀池　　翼 ﾎﾘｲｹ ﾂﾊﾞｻ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1

5組
1 581 平良　俊晴 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
2 352 中山　佑介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 354 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
4 604 M.KNABE Knabe Morgan ＣＡＮ CAN
5 540 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 7 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ アシスト ｱｼｽﾄ 高3
7 496 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8 43 木村　太輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
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