
平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 54 男子    100m   バタフライ   予選   6組 高校記録    53.85
大会記録    53.85

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 2 宮田　雄太 ﾐﾔﾀ ﾕｳﾀ 北海 ﾎｯｶｲ 高2
2 821 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 中越 ﾁｭｳｴﾂ 高2
3 1527 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 美作 ﾐﾏｻｶ 高3
4 1555 瀬田　寛人 ｾﾀ ﾋﾛﾄ 広島皆実 ﾋﾛｼﾏﾐﾅﾐ 高2
5 1622 嶋本　亮介 ｼﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 松山東 ﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 高3
6 28 三浦　崇弘 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 駒大岩見沢 ｺﾏﾀﾞｲｲﾜﾐ 高3
7 1512 雪野　洋平 ﾕｷﾉ ﾖｳﾍｲ 開星 ｶｲｾｲ 高3
8

2組
1 1808 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 東福岡 ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高3
2 348 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高3
3 1651 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 多度津工業 ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞ 高2
4 800 福島　俊史 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾌﾐ 長岡大手 ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高3
5 16 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 尚志学園 ｼｮｳｼｶﾞｸｴ 高2
6 462 大関健太郎 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 都立目黒 ﾄ･ﾒｸﾞﾛ 高1
7 576 沖田　哲哉 ｵｷﾀ ﾃﾂﾔ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高3
8 124 関根　　翔 ｾｷﾈ ｼｮｳ 盛岡南 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高3

3組
1 365 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 武南 ﾌﾞﾅﾝ 高2
2 142 斎藤　宏文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 日大山形 ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高1
3 595 種田　悠人 ﾀﾈﾀﾞ ﾕｳﾄ 日大高 ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高3
4 1780 前田　浩史 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 佐賀学園 ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高1
5 844 藤田　大貴 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 阿智 ｱﾁ 高2
6 419 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 市川学園 ｲﾁｶﾜｶﾞｸｴ 高1
7 459 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 駒場 ｺﾏﾊﾞ 高3
8 439 廣島　昇三 ﾋﾛｼﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 佐倉 ｻｸﾗ 高2

4組
1 1639 大松　隼斗 ｵｵﾏﾂ ﾊﾔﾄ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ 高3
2 588 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 浅野 ｱｻﾉ 高3
3 559 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 世田谷学園 ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸ 高3
4 405 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 市立船橋 ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞ 高2
5 1059 松尾  直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 豊川 ﾄﾖｶﾜ 高3
6 1202 西村  太智 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栗東 ﾘｯﾄｳ 高3
7 1728 立元　大介 ﾀﾁﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 国分 ｺｸﾌﾞ 高3
8 633 大場　翔大 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 法政二 ﾎｳｾｲﾆ 高2

5組
1 545 中野　一生 ﾅｶﾉ ｲｯｾｲ 日大豊山 ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻ 高3
2 666 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 桐光学園 ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高2
3 168 武川　　隼 ﾀｹｶﾜ ｼﾞｭﾝ 石巻 ｲｼﾉﾏｷ 高3
4 1268 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ 大体大浪商 ﾅﾐｼｮｳ 高3
5 903 渡辺  英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 日大三島 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高3
6 1344 西山  佑二 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 御影 ﾐｶｹﾞ 高3
7 637 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 日大藤沢 ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高3
8 254 海老原　徹 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄｵﾙ 藤代 ﾌｼﾞｼﾛ 高3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 928 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 飛龍 ﾋﾘｭｳ 高2
2 1316 倉西  孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 太成学院大高 ﾀｲｾｲ 高2
3 625 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 法政二 ﾎｳｾｲﾆ 高2
4 537 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山 ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻ 高3
5 324 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 春日部共栄 ｶｽｶﾍﾞｷｮｳ 高1
6 560 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 世田谷学園 ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸ 高2
7 287 島田　康徳 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 前橋育英 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高3
8 1084 木村  悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 豊田北 ﾄﾖﾀｷﾀ 高2
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