
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. 20 男子   1500m   自由形   タイム決勝   6組 世界記録 14:10.10
競技                日本記録 14:44.68

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 312 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ コナミ向日町 ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 高3
4 730 ARABEJO RYAN R.ARABEJO ＰＨＩ PHI
5 79 梶山　大介 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 協栄ＳＣ深谷 ｷｮｳｴｲﾌｶﾔ 高3
6 359 水田宗一郎 ﾐｽﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 姫路ＳＳ ﾋﾒｼﾞｴｽｴｽ 中3
7
8

2組
1 29 清水　英幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ Ｆ－ＢＩＧ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 高1
2 622 五瓶　佑太 ｺﾞﾍｲ ﾕｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 616 関場　一樹 ｾｷﾊﾞ ｶｽﾞｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 307 若宮　裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 西城陽高校 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高3
5 667 中本　隆三 ﾅｶﾓﾄ ﾘｭｳｿﾞｳ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 654 杉井　高志 ｽｷﾞｲ ﾀｶｼ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 278 渡辺　裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ とこはＳＳ ﾄｺﾊSS 高3
8 371 原　　直毅 ﾊﾗ ﾅｵｷ 海南高校 ｶｲﾅﾝｺｳｺｳ 高2

3組
1 123 和田　宏大 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
2 269 廻立　直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 飛龍高校 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高3
3 669 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 134 上原　大悟 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
5 419 船山　創史 ﾌﾅﾔﾏ ｿｳｼ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
6 547 鎌田　陽介 ｶﾏﾀ ﾖｳｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
7 214 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中3
8 645 二関竜太郎 ﾆﾉｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2

4組
1 640 中村　邦洋 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 635 草薙　健太 ｸｻﾅｷﾞ ｹﾝﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 147 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
4 358 白井　智士 ｼﾗｲ ｻﾄｼ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 大2
5 144 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高3
6 190 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高2
7 402 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 九州学院高校 ｷｭｳｶﾞｸｺｳ 高2
8 724 TANG SHENG SHIEHTANG.S ＴＰＥ TPE

5組
1 466 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 557 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 510 田嶋紘一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 434 石村　　元 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 155 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ コナミ西葛西 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 高3
6 362 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 高3
7 624 江藤　将太 ｴﾄｳ ｼｮｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 652 笠松　宏至 ｶｻﾏﾂ ｺｳｼﾞ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
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スタートリスト

競技No. 20 男子   1500m   自由形   タイム決勝   6組 世界記録 14:10.10
競技                日本記録 14:44.68

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 450 宮嶋　武広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 94 松村　　剛 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大3
3 729 COMAN DRAGOS D.COMAN ＲＯＭ ROM
4 748 ZHANG LIN ZHANG.L ＴＰＥ TPE
5 630 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 264 荒瀬　洋太 ｱﾗｾ ﾖｳﾀ 富山パレス ﾄﾔﾏﾊﾟﾚｽ
7 286 高山　裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 中京清泳会 ｾｲｴｲｶｲ
8 14 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鶴岡ＳＣ ﾂﾙｵｶSC 高2
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