
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.  9 女子     50m   自由形   予選   6組 世界記録    23.59
競技                日本記録    25.02

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 479 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
2 290 岩崎佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ ＪＳＳ比良 JSSﾋﾗ 高3
3 166 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大3
4 110 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ ｲﾄﾏﾝ東伏見 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高3
5 42 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ イトマン館林 ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 高1
6 232 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ＧＳアサオ GSｱｻｵ 大3
7 259 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ 高3
8 271 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 飛龍高校 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高1

2組
1 394 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ ＪＳＳ姪浜 JSSﾒｲﾉﾊﾏ 高1
2 478 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
3 462 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 326 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高1
5 1 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ イトマン札幌 ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中1
6 544 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
7 688 内川由香里 ｳﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
8 56 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高2

3組
1 89 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 柏洋・柏 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高2
2 703 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 481 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大3
4 253 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ フィッツＳＣ ﾌｨｯﾂSC 高1
5 32 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 大3
6 541 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
7 45 鈴木　彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ ＰＳＰ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｽ 中3
8 571 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

4組
1 43 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ イトマン安中 ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 高3
2 685 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
3 716 YANG CHIN KUEI YANG.C ＴＰＥ TPE
4 536 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
5 168 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大1
6 456 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 520 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
8 17 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ プラスワン ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 中3

5組
1 586 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大2
2 682 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 727 NIEH PIN CHIEH NIEH.P ＴＰＥ TPE
4 738 ZHU YING WEN ZHU.Y ＣＨＮ CHN
5 201 岩﨑　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ アクラブ藤沢 AQLUB FJ 大2
6 390 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高2
7 314 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 大阪成蹊 ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高2
8 228 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 473 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
2 504 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
3 167 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 高3
4 712 ALSHAMMAR THEREST.ALSHAMMAR ＳＷＥ SWE
5 679 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
6 328 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高2
7 378 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
8 152 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
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