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スタートリスト

競技No. 69 男子     50m   自由形   予選   7組 世界記録    21.64
日本記録    22.18

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 328 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 高3
2 564 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
3 70 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高1
4 571 大西　陽介 ｵｵﾆｼ ﾖｳｽｹ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大2
5 480 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大4
6 556 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
7 396 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
8 697 上原　章吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4

2組
1 22 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ 水戸市役所 ﾐﾄｼﾔｸｼｮ
2 503 小崎　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
3 429 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 255 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ Ｆ・スタイル ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
5 404 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
6 61 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ
7 664 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 422 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2

3組
1 434 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
2 699 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
3 224 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU
4 436 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 448 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 227 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 富　士　通 FUJITSU
7 708 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
8 320 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 天満学園 ﾃﾝﾏｶﾞｸｴﾝ 高3

4組
1 251 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 磐田農 ｲﾜﾉｳ 高1
2 546 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 720 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
4 689 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
5 445 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 482 幸田　大輔 ｺｳﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
7 675 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 425 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4

5組
1 671 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
2 159 室谷　靖治 ﾑﾛﾔ ﾔｽﾊﾙ 東急たまがわ Tﾀﾏｶﾞﾜ 大3
3 259 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ アイシンＡＷ ｱｲｼﾝAW
4 531 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
5 496 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
6 528 福岡　裕介 ﾌｸｵｶ ﾕｳｽｹ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
7 542 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
8 226 中西　一生 ﾅｶﾆｼ ｲｯｾｲ 富　士　通 FUJITSU

Page: 1/2 Printing: 2005/04/19 11:03:14

加　盟

学関東
学関東
学関東
神奈川

学九州
東  京
愛  知
学関東

学関東
学関東
学九州
学関東

静  岡
学関東
学関東
学九州

学関東
神奈川
学関東
大  阪

学関東
学関東
神奈川
学関東

学関東
埼  玉
学九州
学関東

茨  城
学関東
学関東
静  岡

学関東
学関東
学関東
学関東

兵  庫
学関東
埼  玉
学関東



第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会            
                                                  
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No. 69 男子     50m   自由形   予選   7組 世界記録    21.64
日本記録    22.18

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 68 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高3
2 108 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ ユアー習志野 ﾕｱｰﾅﾗｼﾉ 大3
3 511 大坂　謙介 ｵｵｻｶ ｹﾝｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 188 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＳＡＴ SAT
5 285 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 海自舞鶴 ｶｲｼﾞﾏｲﾂﾞ
6 147 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
7 110 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 日大豊山高校 ﾌﾞｻﾞﾝ 高3
8 352 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ

7組
1 717 松尾　友太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
2 315 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ コスパ瓢箪山 COSPA 大3
3 229 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 市立本郷養護 ﾎﾝｺﾞｳﾖｳｺ
4 131 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 27 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS
6 514 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 417 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 109 大門　栄樹 ﾀﾞｲﾓﾝ ｴｲｷ 八王子高校 ﾊﾁｵｳｼﾞ 高3
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