
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. 60 男子    200m   平泳ぎ   予選   6組 世界記録  2:02.92
競技                日本記録  2:06.00

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 915 M.MOLINA M.MOLINA ＰＨＩ PHI 棄権
3 265 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ NAS SM 中2
4 97 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 日大豊山 ﾌﾞｻﾞﾝ 高2
5 671 福田　　翼 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
6 61 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 成田高校 ﾅﾘﾀｺｳｺｳ 高3
7
8

2組
1 178 安江　弘樹 ﾔｽｴ ﾋﾛｷ サギヌマＳＣ ｻｷﾞﾇﾏSC 大4
2 287 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 西城陽高校 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高3
3 619 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 384 池上　　肇 ｲｹｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 629 狐塚　恭平 ｺｽﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 518 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 810 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ ＪＡＰＡＮ JAPAN
8 104 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ アクラブ調布 AQLUB CH 大2

3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
2 648 斎藤　勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 919 WANG.W WANG.W ＴＰＥ TPE
4 706 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 中京大大学院 ﾁｭｳｷｮｳｲﾝ
5 39 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
6 93 大和田卓爾 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ KONAMI稲毛 ｺﾅﾐｲﾅｹﾞ 高1
7 920 CHANG.H CHIANG.H ＴＰＥ TPE
8 577 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2

4組
1 507 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 604 徳田　貴人 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 217 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 高2
4 930 O.LISOGOR O.LISOGOR ＵＫＲ UKR
5 588 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
6 903 R.McDONALD R.McDONALD ＡＵＳ AUS
7 532 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
8 811 木村　太輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ＪＡＰＡＮ JAPAN

5組
1 902 L.TRICKETT L.TRICKETT ＡＵＳ AUS
2 602 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 511 末永　雄太 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
4 41 米原　亨祐 ﾖﾈﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
5 391 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 654 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
7 523 堀池　　翼 ﾎﾘｲｹ ﾂﾊﾞｻ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
8 272 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高2
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 600 小川　康仁 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
2 809 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ JAPAN
3 201 天満　　宏 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｼ OahuClub綱島 OahuClub
4 929 V.DYMO V.DYMO ＵＫＲ UKR
5 233 今村　元気 ｲﾏﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ムラサキＳＰ ﾑﾗｻｷSP
6 901 C.SPRENGER C.SPRENGER ＡＵＳ AUS
7 591 岡崎晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
8 245 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ 高2
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