
第47回日本短水路選手権水泳競技大会                
JAPAN OPEN 2006                                   
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.  1 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:54.04
競技                日本記録  1:56.58

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 326 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高1
3 204 高田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ コナミ林間 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中2
4 232 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ＧＳアサオ GSｱｻｵ 大3
5 31 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ イトマン矢板 ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 中2
6 360 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 神鉄ＳＳ ｼﾝﾃﾂSS 中3
7
8

2組
1 76 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高1
2 338 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 高1
3 58 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ イトマン大宮 ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 高1
4 112 山中　　薫 ﾔﾏﾅｶ ｶｵﾙ 大泉スワロー O･ｽﾜﾛｰ 高2
5 378 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
6 355 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ コナミ東加古 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 高1
7 102 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC 大4 棄権
8 296 若浪　和希 ﾜｶﾅﾐ ｶｽﾞｷ 津アサヒＳＳ ﾂｱｻﾋSS 高2

3組
1 364 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 大1
2 727 NIEH PIN CHIEH NIEH.P ＴＰＥ TPE
3 607 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
4 414 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
5 415 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
6 461 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 706 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 297 家崎なつ子 ｲｴｻｷ ﾅﾂｺ 尾鷲高校 ｵﾜｾｺｳｺｳ 高2

4組
1 201 岩﨑　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ アクラブ藤沢 AQLUB FJ 大2
2 390 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高2
3 741 LI JI LI.J ＣＨＮ CHN
4 739 PANG JIA YING PANG.J ＣＨＮ CHN
5 366 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ コナミ西日本 ｺﾅﾐﾆｼﾆﾎﾝ 大1
6 152 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ セ･池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高3
7 606 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 166 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大3

5組
1 56 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高2
2 5 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ ユースポーツ ﾕｰｽﾎﾟｰﾂ 高3
3 713 KLOCHKOVA YANA Y.KLOCHKOVA ＵＫＲ UKR
4 728 POTEC CAMELIA C.POTEC ＲＯＭ ROM
5 740 XU YAN WEI XU.Y ＣＨＮ CHN
6 167 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 高3
7 544 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 377 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 美作 ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高1
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スタートリスト

競技No.  1 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:54.04
競技                日本記録  1:56.58

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 702 渡辺　沙香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 700 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 716 YANG CHIN KUEI YANG.C ＴＰＥ TPE
4 737 YANG YU YANG.Y ＣＨＮ CHN
5 135 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
6 197 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高2
7 509 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
8 370 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 和歌山北高校 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高3
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