
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. 70 男子     50m   平泳ぎ   予選   6組 世界記録    26.17
競技                日本記録    27.27

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 598 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
3 82 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 大1
4 519 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2
5 247 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 北陸大谷高校 ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高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 2 山川　大地 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 帯広ＳＳ ｵﾋﾞﾋﾛSS 高2
8

2組
1 915 M.MOLINA M.MOLINA ＰＨＩ PHI
2 389 楠田　晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 226 東郷　英章 ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ ＪＦＥ京浜 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ
4 665 永井　拓也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
5 564 高橋洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
6 104 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ アクラブ調布 AQLUB CH 大2
7 917 V.AUMPIWAN V.AUMPIWAN ＴＨＡ THA
8 21 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ ル・竜ヶ崎 ﾙ･ﾘｭｳｶﾞｻ 高3

3組
1 267 馬屋原隆宏 ｳﾏﾔﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 中京清泳会 ｾｲｴｲｶｲ
2 613 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 1 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 帯広ＳＳ ｵﾋﾞﾋﾛSS 中3
4 648 斎藤　勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
5 553 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 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
7 272 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 高2
8 191 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ KONAMI林間 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高2

4組
1 920 CHANG.H CHIANG.H ＴＰＥ TPE
2 600 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
3 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
4 901 C.SPRENGER C.SPRENGER ＡＵＳ AUS
5 217 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
6 809 北島　康介 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ＪＡＰＡＮ JAPAN
7 551 本多　勇樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 367 古賀　　忍 ｺｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3

5組
1 919 WANG.W WANG.W ＴＰＥ TPE
2 369 後藤　宏章 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
3 375 小原　拓朗 ｵﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 929 V.DYMO V.DYMO ＵＫＲ UKR
5 591 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
6 903 R.McDONALD R.McDONALD ＡＵＳ AUS
7 902 L.TRICKETT L.TRICKETT ＡＵＳ AUS
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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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 592 二宮　和憲 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 647 大崎　拓朗 ｵｵｻｷ ﾀｸﾛｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
3 17 齋藤　利樹 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ 山形市役所 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾔｸ
4 930 O.LISOGOR O.LISOGOR ＵＫＲ UKR
5 602 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
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 69 丸　　光弘 ﾏﾙ ﾐﾂﾋﾛ K's-Y SPORT K's-Y
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
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