
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. 62 男子    100m   背泳ぎ   予選   5組 世界記録    50.75
競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 405 並木　　丈 ﾅﾐｷ ｼﾞｮｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 542 村田　寛忠 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾀﾀﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 552 渡部　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大2
5 421 見田　　悟 ﾐﾀ ｻﾄﾙ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
6 71 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高1
7 111 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 日大豊山 ﾌﾞｻﾞﾝ 高3
8

2組
1 183 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高3
2 2 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ イトマン宮森 ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 高3
3 471 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
4 492 出崎　善久 ﾃﾞｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
5 505 上原　章吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 順天堂 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
6 526 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 65 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ コナミ北浦和 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高2
8 442 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2

3組
1 428 梶山　貴洋 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 376 渡邉　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
3 365 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
4 634 S.TALBOT Talbot Scott ＮＺＬ NZL
5 430 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
6 198 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ セ・東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高3
7 321 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ フジタＤＣ ﾌｼﾞﾀDC 高2
8 418 清水　孝一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4

4組
1 349 青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 257 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 中京大大学院 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ
3 103 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ セントラル ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高3
4 485 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 169 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ イトマン昭島 ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 大1
6 132 竹内　寿史 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
7 211 大塚　雅夢 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾑ 富　士　通 FUJITSU
8 289 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

5組
1 511 塩崎　健太 ｼｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
2 85 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ セ・浦安 ｾ･ｳﾗﾔｽ 大1
3 662 P.ILLICHOV Illichov Pav ＵＫＲ UKR
4 601 M.WELSH Welsh Matt ＡＵＳ AUS
5 577 山野井健太 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
6 72 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
7 372 竹内　勇紀 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
8 498 福井　淳一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
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