
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. 68 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    46.25
競技                日本記録    48.79

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 714 LAM PARKER WEI XP.LAM.W ＳＩＮ SIN 棄権
2 731 GUIRIBA RONALD R.GUIRIBA ＰＨＩ PHI
3 319 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
4 292 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高2
5 308 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 西城陽高校 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高1
6 283 久米田英一 ｸﾒﾀ ｴｲｲﾁ ＴＯＹＯＴＡ TOYOTA
7 715 TEO ERNESTQUEE LE.TEO.Q.L ＳＩＮ SIN
8

2組
1 420 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
2 632 上村　一穂 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
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
4 101 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC 高3
5 529 荒　　秀明 ｱﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
6 403 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 九州学院高校 ｷｭｳｶﾞｸｺｳ 高3
7 436 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
8 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

3組
1 435 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
2 719 YUAN PING YUAN.P ＴＰＥ TPE
3 407 吉井　敬博 ﾖｼｲ ﾀｶﾋﾛ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
4 341 辻本　佳嗣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ コスパ瓢箪山 COSPA 大3
5 379 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
6 517 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
7 492 井上大二郎 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 241 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU

4組
1 476 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
2 672 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
3 412 山田　　卓 ﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
4 614 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 138 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高1
6 573 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
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
8 274 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 磐田農業高校 ｲﾜﾉｳ 高1

5組
1 427 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
2 657 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 145 飯田　拓二 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
4 128 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
5 48 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 683 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
7 511 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
8 561 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
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競技No. 68 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    46.25
競技                日本記録    48.79

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 440 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
2 46 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 馬軍団 ﾏｸﾞﾝﾀﾞﾝ
3 443 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
4 361 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＧＵＮＺＥ GUNZE
5 603 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
6 502 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
7 497 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
8 452 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

7組
1 540 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
2 432 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
3 64 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ
4 551 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 184 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ コナミ東日本 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼﾆ
6 442 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
7 357 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＪＳＳ宝塚 JSSﾀｶﾗﾂﾞ 高3
8 148 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大3
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