
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. 66 男子    100m   バタフライ   予選   8組 世界記録    49.07
競技                日本記録    50.84

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 731 GUIRIBA RONALD R.GUIRIBA ＰＨＩ PHI
2 180 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ セ・目黒 ｾ･ﾒｸﾞﾛ 高2
3 300 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 多治見西 ﾀｼﾞﾐﾆｼ 高3
4 213 菱沼　良佑 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ オーシャン ｵｰｼｬﾝSS 大4
5 277 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ ＲＳＣ富士 RSCﾌｼﾞ 高3
6 448 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 483 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
8

2組
1 413 周東　将士 ｼｭｳﾄｳ ﾏｻｼ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 641 中島　　慧 ﾅｶｼﾏ ｹｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
3 496 岸本　太一 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 515 武田　紘平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
5 582 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
6 666 堤　　崇志 ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 90 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高2
8 381 伊原　良英 ｲﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ フジタＤＮ ﾌｼﾞﾀDN 大3

3組
1 693 堀田　和久 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
2 457 青木　　健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 723 HSU CHI CHIEH HSU.C ＴＰＥ TPE
4 345 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ ＪＳＳエビス JSSｴﾋﾞｽ 高3
5 578 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
6 389 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 伊藤ＳＳ ｲﾄｳSS 高2
7 513 入江　晋平 ｲﾘｴ ｼﾝﾍﾟｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
8 659 谷川　哲朗 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3

4組
1 421 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
2 553 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 294 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高3
4 93 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｭｳｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大2
5 200 松下　和正 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ ＮＥＣＧＳＴ NECGST 大3
6 240 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 富　士　通 FUJITSU
7 558 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 538 川崎　晃尚 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2

5組
1 77 山川　聖史 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ イトマン鴻巣 ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 大4
2 146 武藤　　慎 ﾑﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
3 588 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
4 263 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 富山パレス ﾄﾔﾏﾊﾟﾚｽ 大3
5 229 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高2
6 151 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ セ･池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高2
7 631 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 192 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 日大藤沢 ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高3
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競技No. 66 男子    100m   バタフライ   予選   8組 世界記録    49.07
競技                日本記録    50.84

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 211 臼田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ オーシャン ｵｰｼｬﾝSS 大4
2 546 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 615 管原　吉寛 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 12 奥野　正寛 ｵｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 秋田魁新報社 ｱｷﾀｻｷｶﾞｹ
5 189 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 白水会 ﾊｸｽｲｶｲ
6 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
7 287 渋谷康太郎 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ 中京清泳会 ｾｲｴｲｶｲ
8 225 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ニスポ元住吉 ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高3

7組
1 446 岡村　有祐 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
2 691 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 647 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 246 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ ZEN HOLDINGS ZEN HLDS
5 554 柴田　隆一 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
6 243 福井　　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 富　士　通 FUJITSU
7 668 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
8 349 山本　貴司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 近大職員 ｷﾝﾀﾞｲｼｮｸ

8組
1 113 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金田ＳＣ ｶﾈﾀﾞSC 高3
2 426 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
3 411 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
4 183 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ コナミ東日本 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼﾆ
5 747 WU PENG WU.P ＣＨＮ CHN
6 238 橋爪　忠久 ﾊｼﾂﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ ＪＦＥ京浜 JFEｹｲﾋﾝ
7 596 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
8 47 吉田　隆彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
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