
第48回日本短水路選手権水泳競技大会                
                                                  
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    20.98
競技                日本記録    22.25

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 228 高松　泰武 ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ 富　士　通 FUJITSU
3 278 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ コパン可児 ｺﾊﾟﾝｶﾆ 高2
4 522 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
5 144 室谷　靖治 ﾑﾛﾔ ﾔｽﾊﾙ 東急たまがわ Tﾀﾏｶﾞﾜ 大3
6 298 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高1
7 938 S.TSOY S.TSOY ＵＺＢ UZB
8

2組
1 258 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ イトマン鯱 ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 高1
2 937 D.BUGAKOV D.BUGAKOV ＵＺＢ UZB
3 352 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 九産大九州高 ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高2
4 361 井土　勝博 ｲﾄﾞ ｶﾂﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 681 駒形　　進 ｺﾏｶﾞﾀ ｽｽﾑ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
6 43 落合　誉通 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾕｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
7 412 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
8 38 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ

3組
1 219 立石　大輝 ﾀﾃｲｼ ﾀﾞｲｷ ｲﾄﾏﾝﾚｵ荻野 ﾚｵｵｷﾞﾉ 高2
2 664 杉山　謙心 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞ 大3
3 385 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 626 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 656 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
6 425 岡本　　徹 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
7 114 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 金町ＳＣ ｶﾅﾏﾁSC 中3
8 427 柴谷　拓耶 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3

4組
1 220 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中3
2 568 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4
3 383 大西　悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 605 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
5 92 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ ユアー習志野 ﾕｱｰﾅﾗｼﾉ 大4
6 710 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ ル・両国 ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ
7 653 松永　和夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 40 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ

5組
1 614 石松　正考 ｲｼﾏﾂ ﾏｻﾀｶ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
2 627 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3
3 231 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 日吉台中教諭 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾁｭ
4 574 大坂　謙介 ｵｵｻｶ ｹﾝｽｹ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
5 803 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大1
6 559 永田　貴大 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
7 396 柳　　貴洋 ﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 421 中谷　　友 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 56 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2
2 527 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
3 524 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
4 800 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大3
5 904 K.RICHARDSON K.RICHARDSON ＡＵＳ AUS
6 587 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
7 603 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 530 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

7組
1 37 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 馬軍団 ﾏｸﾞﾝﾀﾞﾝ
2 513 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 581 島田　翔平 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 631 松尾　友太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 802 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＪＡＰＡＮ JAPAN
6 223 平山　智之 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ
7 546 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 66 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ アーデル ｱｰﾃﾞﾙ 高3

8組
1 78 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高3
2 229 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ 富　士　通 FUJITSU
3 198 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ OahuClub綱島 OahuClub
4 622 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 428 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
6 254 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 磐田農業高校 ｲﾜﾉｳ 高2
7 534 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1
8 260 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ アイシンＡＷ ｱｲｼﾝAW
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