
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.  3 女子    400m   個人メドレー   予選   6組 世界記録  4:27.83
競技                日本記録  4:34.51

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 304 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 京都外大西高 ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高2
3 653 三島　　恵 ﾐｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 171 木下　綾乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 世田谷ＳＳ ｾﾀｶﾞﾔSS 中3
5 342 田尻　亜紀 ﾀｼﾞﾘ ｱｷ コスパ瓢箪山 COSPA 高2
6 605 竹迫　麻貴 ﾀｶﾊﾞ ﾏｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 604 前嶋　綾子 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾔｺ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8

2組
1 563 大長　有紀 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾕｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
2 175 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ ＪＳＳ八王子 JSSﾊﾁｵｳｼ 中2
3 224 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 横浜サクラ ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 中3
4 678 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
5 664 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
6 455 人見　志乃 ﾋﾄﾐ ｼﾉ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 266 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 北陸大谷高校 ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高2
8 574 太田　成美 ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

3組
1 198 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高2
2 365 打越　雅美 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ 南あわじ ﾐﾅﾐｱﾜｼﾞ 高3
3 721 CHENG WAN JUNG CHENG.W ＴＰＥ TPE
4 468 野村　明香 ﾉﾑﾗ ｻﾔｶ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 191 中島有佳里 ﾅｶｼﾏ ﾕｶﾘ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高2
6 220 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中1
7 722 CHAN I HSUAN CHAN.I ＴＰＥ TPE
8 374 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 安全ＳＳ ｱﾝｾﾞﾝSS 高3

4組
1 160 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 横河ＳＣ ﾖｺｶﾞﾜSC 高2
2 218 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ OahuClub綱島 ｵｱﾌｸﾗﾌﾞ 高3
3 701 山本　雅子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 114 井上　　恵 ｲﾉｳｴ ﾒｸﾞﾐ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
5 454 森下　愛子 ﾓﾘｼﾀ ｱｲｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 734 N.THAVEESUPSOONTN.THAVEES ＴＨＡ THA
7 142 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 中3
8 472 益田　英里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾘ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2

5組
1 177 加藤恵理子 ｶﾄｳ ｴﾘｺ セ・府中 ｾ･ﾌﾁｭｳ 大3
2 55 山田絵梨花 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 春日部共栄 ｷｮｳｴｲ 高1
3 98 入田津久詩 ｲﾘﾀ ﾂｸｼ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高3
4 367 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ コナミ西日本 ｺﾅﾐﾆｼﾆﾎﾝ 大3
5 726 LIN MAN HSU LIN.M ＴＰＥ TPE
6 137 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
7 231 白井　礼子 ｼﾗｲ ﾚｲｺ イトマン多摩 ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 中1
8 409 宮尾　寿恵 ﾐﾔｵ ﾋｻｴ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 21 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ つむぎＳＳ ﾂﾑｷﾞSS 中3
2 178 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ セ・府中 ｾ･ﾌﾁｭｳ 高3
3 19 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 福島ＳＳ ﾌｸｼﾏSS 高1
4 487 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
5 609 天野　美沙 ｱﾏﾉ ﾐｻ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
6 130 宮崎伶以奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大1
7 334 山階　早姫 ﾔﾏｼﾅ ｻｷ ＫＴＶ豊中 KTVﾄﾖﾅｶ 高2
8 608 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
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