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横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 打越 810 下地  達也 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾔ 中2
ｳﾁｺｼ 中学 811 橋詰    貴 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 中3

812 竹尾  正馬 ﾀｹｵ ｼｮｳﾏ 中2
813 関口    諒 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 中3

3 大阪・日置荘 5305 楠井  智之 ｸｽｲ ﾄﾓﾕｷ 中3
ﾋｷｼｮｳ 中学 5304 山崎  佑太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 中2

5301 花房    武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 中3
5302 田中    翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 中3

4 静岡長田南 4122 黒田    穣 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞｮｳ 中3
ｵｻﾀﾞﾐﾅﾐ 中学 4123 石上  太一 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 中3

4124 市川  雄輝 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ 中3
4125 小野  遼平 ｵﾉ ﾘｮｳﾍｲ 中3

5 埼玉大砂土 415 中山  竜太 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 中2
ｻｲﾀﾏｵｵｻﾄ 中学 413 酒井  佑輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 中3

416 宮地  建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 中2
414 野場  崇史 ﾉﾊﾞ ﾀｶｼ 中3

6 榛原 5704 中山  寛志 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 中2
ﾊｲﾊﾞﾗ 中学 5705 稲田  正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中2

5706 涌田  直宏 ﾜｸﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 中1
5707 荒木  厚次 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ 中3

7 水沢･南 2104 佐々木  駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 中2
ﾐｽﾞｻﾜﾐﾅﾐ 中学 2102 木村  真二 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 中3

2101 阿部  成仁 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾋﾄ 中3
2103 福士  亮介 ﾌｸｼ ﾘｮｳｽｹ 中3

8 春日井坂下 4314 松浦  寛文 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ 中2
ｻｶｼﾀ 中学 4312 西尾  鴻一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 中2

4311 安藤  秀元 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 中3
4313 伊藤  拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 中2

9

10

Page: 1/4 Printing: 2004/08/21 13:26:51

加　盟

埼  玉

奈  良

岩  手

愛  知

東  京

大  阪

静  岡



平成１６年度全国中学校体育大会                    
第４４回全国中学校水泳競技大会                    
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 越谷富士 464 福井  大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 中3

ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 463 綱島  翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 中3
466 山崎  竜也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中1
465 綱島  大希 ﾂﾅｼﾏ ﾀﾞｲｷ 中2

2 雄踏 4117 新村    貢 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾂｸﾞ 中3
ﾕｳﾄｳ 中学 4118 吉田  欣矢 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝﾔ 中3

4119 中村  光佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 中3
4120 中安  悠斗 ﾅｶﾔｽ ﾕｳﾄ 中3

3 河北 5805 湯川  真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 中3
ﾜｶﾔﾏｶﾎｸ 中学 5806 岡本  嵩敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 中3

5807 鳴瀧  智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 中2
5808 山口  伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 中2

4 八幡浜愛宕 7203 山口    剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2
ｴﾋﾒ ｱﾀｺﾞ 中学 7204 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

7205 増岡  智晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2
7202 魚海  涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2

5 岡崎矢作北 4320 中嶋  一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 4322 山本    卓 ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 中3

4324 中沢  駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2
4321 角谷  晋作 ｽﾐﾔ ｼﾝｻｸ 中3

6 足立十四 819 石黒  烈光 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｹﾐﾂ 中3
ｱﾀﾞﾁ14 中学 820 福本    健 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹｼ 中3

821 大神田賢翔 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 中3
822 小林  一広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

7 新潟小千谷 3003 東    大樹 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 中3
ｵﾁﾞﾔ 中学 3002 野沢  幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 中3

3004 西方  雄大 ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
3005 澤谷  勇太 ｻﾜﾀﾆ ﾕｳﾀ 中3

8 鶴岡第四 2431 菅原  佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中2
ﾂﾙｵｶﾖﾝ 中学 2429 乙坂  龍治 ｵﾄｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 中2

2428 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
2430 土肥  隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 中2

9 春日部 459 朝比奈  賢 ｱｻﾋﾅ ｹﾝ 中3
ｶｽｶﾍﾞ 中学 461 土谷  英章 ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 中2

460 小倉  広輝 ｵｸﾞﾗ ｺｳｷ 中3
458 渡辺  太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 中3

10 鶴岡第一 2407 後藤  悠希 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 中2
ﾂﾙｵｶｲﾁ 中学 2406 水尾  英伸 ﾐｽﾞｵ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 中2

2404 若生  晃一 ﾜｺｳ ｺｳｲﾁ 中3
2405 冨樫  聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 藤森 5101 杉岡  郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 中3

ﾌｼﾞﾉﾓﾘ 中学 5105 高畑晋次郎 ﾀｶﾊﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中3
5102 小山  善正 ｺﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 中3
5104 山本  俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 中3

2 福岡金武 8016 中村  友栄 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 中2
ﾌｸｵｶｶﾅﾀｹ 中学 8017 山口  貴裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 中2

8015 原口  照野 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾃﾙﾔ 中3
8018 鬼塚  充明 ｵﾆﾂﾞｶ ﾐﾂｱｷｼﾞ 中1

3 呉昭和 6620 池田  匡志 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｼ 中2
ｼｮｳﾜ 中学 6621 佐々木健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 中3

6622 原田  雄馬 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾏ 中3
6623 東    将司 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 中3

4 酒田第四 2443 熊谷    航 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 中3
ｻｶﾀﾖﾝ 中学 2444 佐藤  和哉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 中2

2447 熊谷  一真 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 中3
2442 佐藤  雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

5 淑徳巣鴨 817 中山  武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 816 益田  浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2

814 大崎  瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3
815 大崎  雄悟 ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ 中2

6 南花台 5313 櫻田  侑佑 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3
ﾅﾝｶﾀﾞｲ 中学 5312 森本  達也 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 中3

5310 大平  野偉 ｵｵﾋﾗ ﾉｲ 中3
5311 太口    翼 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3

7 横浜谷本 16 四ヶ浦　廉 ｼｶｳﾗ ﾚﾝ 中2
ﾖｺﾊﾏﾔﾓﾄ 中学 18 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 中3

17 石山　宏生 ｲｼﾔﾏ ｺｳｷ 中2
19 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 中3

8 湖西 4111 高柳  勇太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 中3
ｺｻｲ 中学 4112 三浦    拓 ﾐｳﾗ ﾀｸ 中3

4113 鈴木    光 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中2
4114 野末  秀志 ﾉｽﾞｴ ｼｭｳｼﾞ 中3

9 長崎滑石 8302 西原  一平 ﾆｼﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ 中3
ﾅｶﾞｻｷﾅﾒｼ 中学 8303 柿田  真吾 ｶｷﾀ ｼﾝｺﾞ 中3

8301 竹下  雅之 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ 中3
8304 右田  尚人 ﾐｷﾞﾀ ﾅｵﾄ 中3

10 所沢南陵 446 中本  直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 中2
ﾄｺﾛｻﾞﾜﾅﾝﾘｮｳ 中学 444 西島  雄紀 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中3

443 菅野  史也 ｶﾝﾉ ﾌﾐﾔ 中3
445 清野  純樹 ｷﾖﾉ ｼﾞｭﾝｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 芝浦工大 805 西貝  太一 ﾆｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ 中2

ｼﾊﾞｳﾗ 中学 806 大山  正紀 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｷ 中2
808 柳川  卓也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 中2
807 中川  太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 中2

2 広島安佐 6610 森下  真登 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾄ 中2
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 6613 三阪  拓未 ﾐｻｶ ﾀｸﾐ 中1

6612 内田  裕太 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2
6611 手島  直弘 ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 中2

3 日本大学 5 伊藤　　傑 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 中3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 8 西久保大介 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中3

9 浅野　弘匡 ｱｻﾉ ﾋﾛﾏｻ 中3
10 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中2

4 佐原 665 塚原  洋明 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 中3
ｻﾜﾗ 中学 625 根本  祐介 ﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中3

663 林    達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 中3
664 青野  廣也 ｱｵﾉ ｺｳﾔ 中3

5 さいたま植竹 402 丹野  裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 406 熊谷  公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中1

405 鈴木  竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1
404 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

6 大館東 2307 貝森  亮太 ｶｲﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 中3
ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞｼ 中学 2305 糸屋    優 ｲﾄﾔ ﾕｳ 中3

2306 石田  昂紀 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 中1
2304 石田  義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

7 綾北 69 鹿志村公大 ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中2
ﾘｮｳﾎｸ 中学 73 石野　智也 ｲｼﾉ ﾄﾓﾔ 中3

70 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 中2
72 安達　亮太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中3

8 流山南部 643 河野  大和 ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 中3
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 644 前田  耕平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3

645 田中  智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 中3
646 永井  拓也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ 中2

9 岡山桑田 6404 道前  典宜 ﾐﾁﾏｴ ﾌﾐﾀｶ 中2
ｵｶﾔﾏｸﾜﾀﾞ 中学 6405 市川    亮 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 中3

6402 大西  将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 中3
6406 平松  佳明 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｼｱｷ 中3

10 新潟燕 3015 深海  良成 ﾌｶｳﾐ ﾖｼﾅﾘ 中3
ﾂﾊﾞﾒ 中学 3016 鈴木孝太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 中3

3017 小林  莞二 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｼﾞ 中3
3018 今    稔樹 ｺﾝ ﾄｼｷ 中2
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