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競技No. 60 男子    400m   リレー   決勝   1組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 我孫子 635 和田  高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2  3:53.47

ｱﾋﾞｺ 中学 634 平井  康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 中2
633 高木  涼介 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3
632 大門  裕貴 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳｷ 中3

2 横浜谷本 19 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 中3  3:52.72
ﾖｺﾊﾏﾔﾓﾄ 中学 16 四ヶ浦　廉 ｼｶｳﾗ ﾚﾝ 中2

15 吉次　恭祐 ﾖｼﾂｷﾞ ｷｮｳｽｹ 中1
18 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 中3

3 日本大学 10 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中2  3:51.48
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 7 大森　雄太 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ 中3

6 松田　　峻 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝ 中3
8 西久保大介 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中3

4 岡崎矢作北 4320 中嶋  一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3  3:50.52
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 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
4319 田端竜之介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

5 淑徳巣鴨 816 益田  浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2  3:49.51
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 815 大崎  雄悟 ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ 中2

817 中山  武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2
814 大崎  瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3

6 足立十四 827 風間  海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中1  3:50.24
ｱﾀﾞﾁ14 中学 823 木島  啓太 ｷｼﾞﾏ ｹｲﾀ 中3

824 法師  一貴 ﾎｳｼ ｶｽﾞｷ 中2
822 小林  一広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

7 鶴岡第三 2416 三浦  克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 中3  3:51.17
ﾂﾙｵｶｻﾝ 中学 2418 佐藤  悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中3

2417 本間  昂光 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾐﾂ 中3
2419 佐藤  淳平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

8 八幡浜愛宕 7202 魚海  涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2  3:52.08
ｴﾋﾒ ｱﾀｺﾞ 中学 7203 山口    剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2

7204 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
7205 増岡  知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2

9 巻西 3025 小林  頌之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 中3  3:53.12
ﾏｷﾆｼ 中学 3026 北川  直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 中3

3028 内藤  紀之 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 中3
3027 金子優太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 中3

10 慶應普通部 13 西岡　　宗 ﾆｼｵｶ ｼｭｳ 中2  3:55.85
ｹｲｵｳﾌﾂｳﾌﾞ 中学 12 星野　尚大 ﾎｼﾉ ｼｮｳﾀ 中3

14 藤澤　朗光 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾐﾂ 中3
11 萩原　正己 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ 中3
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