
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. 10 男子     50m   自由形   予選   8組 世界記録    21.10
競技                日本記録    22.28

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 715 TEO ERNESTQUEE LE.TEO.Q.L ＳＩＮ SIN
2 731 GUIRIBA RONALD R.GUIRIBA ＰＨＩ PHI
3 482 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大4
4 443 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 319 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 太成学院大高 ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高3
6 484 幸田　大輔 ｺｳﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
7 64 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ
8 714 LAM PARKER WEI XP.LAM.W ＳＩＮ SIN

2組
1 483 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1
2 639 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 101 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC 高3
4 637 増田　大将 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 560 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
6 149 砂村　勇太 ｽﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ トピレック ﾄﾋﾟﾚｯｸ 高2
7 210 福山　　豊 ﾌｸﾔﾏ ﾕﾀｶ 東急ＳＣ ﾄｳｷｭｳSC 大2
8 75 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

3組
1 489 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
2 274 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 磐田農業高校 ｲﾜﾉｳ 高1
3 485 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
4 440 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 242 中西　一生 ﾅｶﾆｼ ｲｯｾｲ 富　士　通 FUJITSU
6 672 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
7 420 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
8 90 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高2

4組
1 689 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
2 412 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 281 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ アイシンＡＷ ｱｲｼﾝAW
4 476 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
5 573 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
6 561 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
7 587 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
8 111 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ ｲﾄﾏﾝ東伏見 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高3

5組
1 15 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 山形ＤＣ ﾔﾏｶﾞﾀDC 大4
2 145 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
3 83 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 都賀スポーツ ﾂｶﾞｽﾎﾟｰﾂ 高3
4 73 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高3
5 614 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 522 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大3
7 209 室谷　靖治 ﾑﾛﾔ ﾔｽﾊﾙ 東急ＳＣ ﾄｳｷｭｳSC 大3
8 49 小泉　　渓 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 508 大坂　謙介 ｵｵｻｶ ｹﾝｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 248 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
3 626 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 246 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ZEN HOLDINGS ZEN HLDS
5 48 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 379 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
7 581 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
8 535 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

7組
1 502 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
2 555 松尾　友太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 241 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU
4 683 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
5 427 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
6 733 CHINNAPASAEN ARWA.CHINNAPASA ＴＨＡ THA
7 432 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 526 福岡　裕介 ﾌｸｵｶ ﾕｳｽｹ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4

8組
1 452 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
2 540 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 497 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 128 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 46 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 馬軍団 ﾏｸﾞﾝﾀﾞﾝ
6 361 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＧＵＮＺＥ GUNZE
7 442 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
8 511 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
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