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

スタートリスト

競技No. 62 男子    100m   背泳ぎ   予選   5組 世界記録    50.32
競技                日本記録    52.35

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 730 ARABEJO RYAN R.ARABEJO ＰＨＩ PHI
2 347 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 大2
3 660 森　　孝典 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
4 626 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 117 見田　　悟 ﾐﾀ ｻﾄﾙ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
6 70 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2
7 208 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ イトマンレオ ｲﾄﾏﾝﾚｵ 中3
8 732 R.M.CHUA R.CHUA ＰＨＩ PHI

2組
1 720 LIN YU AN LIN.Y ＴＰＥ TPE
2 687 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
3 433 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
4 620 金澤　健司 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
5 153 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ ニッタイＳＣ ﾆｯﾀｲSC 高3
6 537 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 719 YUAN PING YUAN.P ＴＰＥ TPE
8 71 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高2

3組
1 495 梶山　貴洋 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 617 菊本　祐輔 ｷｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
3 565 中村　祐志 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 566 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 301 竹内　勇紀 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 大垣共立銀行 ﾀﾞｲｷﾖｳ
6 380 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ フジタＤＣ ﾌｼﾞﾀDC 高3
7 523 福井　友弥 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
8 7 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ アシスト ｱｼｽﾄ 高2

4組
1 568 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
2 65 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ コナミ北浦和 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高3
3 223 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ セ・東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 大1
4 429 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 20 若林　　瑞 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ あかやまＳＳ ｱｶﾔﾏSS 棄権
6 595 塩崎　健太 ｼｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 582 福井　淳一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 265 大石　隆文 ｵｵｲｼ ﾀｶﾌﾐ 高岡ＳＣ ﾀｶｵｶSC

5組
1 708 山田　健夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｵ 渋谷幕張高校 ｼﾌﾞﾔﾏｸﾊﾘ 高2
2 417 青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 16 渡辺　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 山形ＤＣ ﾔﾏｶﾞﾀDC 大4
4 559 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 174 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ イトマン昭島 ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 大3
6 498 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
7 507 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 625 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
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