
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. 12 男子    100m   個人メドレー   予選   4組 世界記録    51.52
競技                日本記録    53.71

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 414 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
2 286 倉貫　　壮 ｸﾗﾇｷ ｿｳ 西城陽高校 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高2
3 903 R.McDONALD R.McDONALD ＡＵＳ AUS
4 599 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
5 356 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ ベスト熊本 ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ 高3
6 25 斎藤　拓之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 中3
7 316 渡辺　元太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ コスパ瓢箪山 COSPA
8 53 鮫島　渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ アテナＡＭＣ Athena 中3

2組
1 105 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ アクラブ調布 AQLUB CH 大1
2 376 小林　克文 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾌﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 927 S.ADVENA S.ADVENA ＵＫＲ UKR
4 816 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大4
5 904 K.RICHARDSON K.RICHARDSON ＡＵＳ AUS
6 387 田口　涼也 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
7 7 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ アシスト ｱｼｽﾄ 高3
8 285 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2

3組
1 915 M.MOLINA M.MOLINA ＰＨＩ PHI
2 126 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
3 623 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 815 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大4
5 606 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
6 188 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ KONAMI林間 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高2
7 24 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中3
8 29 吉井　啓介 ﾖｼｲ ｹｲｽｹ 群馬藤岡ＳＳ ﾌｼﾞｵｶ 大2

4組
1 32 大塚　一輝 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 群馬藤岡ＳＳ ﾌｼﾞｵｶ 高3
2 667 小野　翔平 ｵﾉ ｼｮｳﾍｲ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 191 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ KONAMI林間 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高2
4 622 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 630 大庭　浩太 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 12 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 秋田商業高校 ｱｷｼｮｳ 高2
7 659 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 273 堀畑　裕也 ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高1
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