
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. 68 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    46.25
競技                日本記録    48.60

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 903 R.McDONALD R.McDONALD ＡＵＳ AUS
3 938 S.TSOY S.TSOY ＵＺＢ UZB
4 66 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ アーデル ｱｰﾃﾞﾙ 高3
5 109 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ アクラブ調布 AQLUB CH 大1
6 902 L.TRICKETT L.TRICKETT ＡＵＳ AUS
7
8

2組
1 38 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 自体校 ｼﾞﾀｲｺｳ
2 678 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
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
4 300 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高3
5 901 C.SPRENGER C.SPRENGER ＡＵＳ AUS
6 285 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
7 937 D.BUGAKOV D.BUGAKOV ＵＺＢ UZB
8 530 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3

3組
1 6 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東北高校 ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高3
2 393 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 597 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
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
5 527 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
6 78 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 柏洋・南 ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 高3
7 124 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
8 517 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大1

4組
1 549 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3
2 644 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 37 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 馬軍団 ﾏｸﾞﾝﾀﾞﾝ
4 603 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
5 380 上村　一穂 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 206 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高2
7 395 箕成　貴之 ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 119 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高1

5組
1 627 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
2 702 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4
3 801 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ ＪＡＰＡＮ JAPAN
4 800 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大3
5 239 松野　圭介 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 山梨学院Ｃ ﾔﾏｶﾞｸｸﾗﾌ
6 425 岡本　　徹 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
7 653 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
8 587 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
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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. 68 男子    100m   自由形   予選   7組 世界記録    46.25
競技                日本記録    48.60

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 534 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
2 225 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ ＪＦＥ京浜 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ
3 646 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3
4 802 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＪＡＰＡＮ JAPAN
5 904 K.RICHARDSON K.RICHARDSON ＡＵＳ AUS
6 522 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
7 270 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高3
8 254 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組
1 513 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
2 803 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大1
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
4 622 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 932 A.SERDINOV A.SERDINOV ＵＫＲ UKR
6 198 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ OahuClub綱島 OahuClub
7 589 小﨑　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
8 656 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
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