
平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 立命館慶祥 72 老松　　渉 ｵｲﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高1
ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 高校 70 川岸　直生 ｶﾜｷﾞｼ ﾀﾀﾞｵ 高3

71 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高2
73 業天　一生 ｷﾞｮｳﾃﾝ ｲｯｾｲ 高1

3 宇和島東 1388 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高2
ｳﾜｼﾞﾏﾋｶﾞｼ 高校 1389 沖　　良彦 ｵｷ ﾖｼﾋｺ 高2

1386 大平　太郎 ｵｵﾋﾗ ﾀﾛｳ 高3
1390 松下　昂介 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｽｹ 高1

4 八千代松陰 405 北舘　滋和 ｷﾀﾀﾞﾃ ｼｹﾞｶｽﾞ 高3
ﾔﾁﾖｼｮｳｲﾝ 高校 404 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

401 武田　直也 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 高3
403 畠井　　秀 ﾊﾀｲ ｽｸﾞﾙ 高3

5 慶應 601 島　　優一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ 高2
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸ 高校 599 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高2

598 池山　允浩 ｲｹﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 高3
600 片岡　史登 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾄ 高2

6 名寄 74 寺崎　美郷 ﾃﾗｻｷ ﾐｻﾄ 高2
ﾅﾖﾛ 高校 76 増田　健人 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1

77 米津慎之介 ﾖﾈﾂ ｼﾝﾉｽｹ 高1
75 植木　雄大 ｳｴｷ ﾕｳﾀ 高2
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 日本文理 761 今井　大希 ｲﾏｲ ﾀｲｷ 高1
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 754 田代　博志 ﾀｼﾛ ﾋﾛｼ 高3

753 長谷川拓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3
760 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高1

3 多度津工業 1342 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞｮｳ 高校 1336 塩﨑　雄次 ｼｵｻｷ ﾕｳｼﾞ 高3

1344 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1
1337 山口　高輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾃﾙ 高3

4 本郷 545 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高3
ﾎﾝｺﾞｳ 高校 543 吉田　勇気 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 高3

542 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 高3
546 村山　　智 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 高1

5 作新学院 249 石濱　　優 ｲｼﾊﾏ ﾕｳ 高3
ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 高校 251 大坪　篤史 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ 高2

248 柴田　洸輔 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 高3
250 斎藤　　翔 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾙ 高2

6 倉敷天城 1258 木津　卓也 ｷｽﾞ ﾀｸﾔ 高3
ｸﾗｼｷｱﾏｷﾞ 高校 1259 為本　惇志 ﾀﾒﾓﾄ ｱﾂｼ 高2

1256 酒井　　紳 ｻｶｲ ｼﾝ 高3
1257 藤田　晃平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高3

7 清翔 991 国枝　拓麻 ｸﾆｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 高1
ｾｲｼｮｳ 高校 990 今井　翔佑 ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 高2

988 小池　亮輔 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 高3
992 青木　　優 ｱｵｷ ﾕｳ 高1
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 福島西 196 渡辺　芳樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｷ 高3

ﾌｸｼﾅﾆｼ 高校 199 金刺　正和 ｶﾅｻﾞｼ ﾏｻｶｽﾞ 高2
197 相原　巧弥 ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾔ 高3
198 安田　康平 ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高2

2 西城陽 1025 森口　裕規 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1031 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高1

1027 安場　祐太 ﾔｽﾊﾞ ﾕｳﾀ 高3
1030 若宮　裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高2

3 北陽 1086 山脇　健二 ﾔﾏﾜｷ ｹﾝｼﾞ 高2
ﾎｸﾖｳ 高校 1082 吉田　直喜 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 高3

1084 西浦　大輔 ﾆｼｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
1085 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高2

4 石川県立工業 784 二口　将大 ﾌﾀｸﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ｲｼｶﾜｹﾝﾘﾂｺｳｷﾞｮｳ 高校 786 元川　彰太 ﾓﾄｶﾜ ｼｮｳﾀ 高1

785 浜上　順平 ﾊﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟ 高2
783 高村翔太郎 ﾀｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

5 常総学院 235 田井中　彬 ﾀｲﾅｶ ｱｷﾗ 高2
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞｸｲﾝ 高校 236 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ 高1

234 大須賀史也 ｵｵｽｶﾞ ﾌﾐﾔ 高3
233 久保田　晃 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 高3

6 瓊浦 1506 宮崎　　将 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 高2
ｹｲﾎ 高校 1504 吉田　　司 ﾖｼﾀﾞ ﾂｶｻ 高3

1503 橋本　健一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 高3
1505 中本　勇海 ﾅｶﾓﾄ ｲｻﾐ 高2

7 磐城 218 鷺　　世翔 ｻｷﾞ ｾｲｼｮｳ 高3
ｲﾜｷ 高校 220 渡部　哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 高2

219 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 高2
217 斎藤　　智 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 高3

8 大体大浪商 1058 廣田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 高1
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 1050 黒田　　誠 ｸﾛﾀﾞ ﾏｺﾄ 高3

1048 辻本　智幸 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 高3
1052 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高2
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第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 山梨学院 696 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1

ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 693 渡邊　俊輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 高2
692 福井　達也 ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ 高3
694 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高2

2 小倉南 1466 湯越　康平 ﾕｺﾞｼ ｺｳﾍｲ 高1
ｺｸﾗﾐﾅﾐ 高校 1462 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 高3

1464 浅野　竜平 ｱｻﾉ ﾘｭｳﾍｲ 高3
1463 松崎　雅幸 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 高3

3 修猷館 1433 佐藤　尚吾 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 高2
ｼｭｳﾕｳｶﾝ 高校 1431 藤野　　学 ﾌｼﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ 高3

1432 栗原　拓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 高2
1430 樋口　健介 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 高3

4 天理 1201 松井　勇大 ﾏﾂｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
ﾃﾝﾘ 高校 1204 松原　　翼 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾊﾞｻ 高3

1202 坂口　征司 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 高3
1205 吉川　堅一 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 高1

5 甲府第一 689 長坂　優志 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼ 高3
ｺｳﾌﾀﾞｲｲﾁ 高校 687 成田　勇樹 ﾅﾘﾀ ﾕｳｷ 高3

690 桜林　圭太 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高2
688 飯沼　　亮 ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳ 高3

6 土佐塾 1410 渡辺　亮太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1414 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高1

1413 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高1
1411 槙尾　　晋 ﾏｷｵ ｽｽﾑ 高3

7 市立尼崎 1156 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高1
ｼﾘﾂｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1148 東　　克明 ｱｽﾞﾏ ｶﾂｱｷ 高3

1150 宇陽　　智 ｳﾖｳ ｻﾄｼ 高2
1153 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高2

8 桃山学院 1087 上田　　遼 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 高校 1089 米谷　　基 ﾖﾈﾀﾆ ﾓﾄｲ 高3

1090 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高1
1088 柴田　勝来 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 高3
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 前橋育英 264 片貝　亮太 ｶﾀｶｲ ﾘｮｳﾀ 高1

ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲ 高校 265 大塚　一輝 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 高1
263 島田　康徳 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 高2
261 齋藤　勇也 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 高3

2 関西 1272 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｶﾝｾﾞｲ 高校 1273 馬場　智大 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2

1277 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高1
1274 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高2

3 豊田北 967 戸神　悠太 ﾄｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 高2
ﾄﾖﾀｷﾀ 高校 965 長谷川高之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 高3

970 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高1
966 朝日 恵太 ｱｻﾋ ｹｲﾀ 高3

4 成田 371 木村秀太郎 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 高3
ﾅﾘﾀ 高校 373 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高1

374 青木　一義 ｱｵｷ ｶｽﾞﾖｼ 高1
372 木村　祐揮 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

5 九州学院 1521 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高1
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1513 服部　　学 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾌﾞ 高2

1515 栄　　耕平 ｻｶｴ ｺｳﾍｲ 高2
1510 花里　　薫 ﾊﾅｻﾞﾄ ｶｵﾙ 高3

6 金沢 789 水谷　泰輔 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲｽｹ 高2
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 788 脇阪　　圭 ﾜｷｻｶ ｹｲ 高3

787 横山　昇吾 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高3
790 古瀬　弘明 ﾌﾙｾ ﾋﾛｱｷ 高1

7 市立橘 670 八ツ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高1
ｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 669 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

667 小野寺清孝 ｵﾉﾃﾞﾗ ｷﾖﾀｶ 高3
671 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高1

8 大分雄城台 1546 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉﾀﾞｲ 高校 1545 田原　琢朗 ﾀﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 高2

1548 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高2
1547 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高2
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第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ルーテル学院 1532 曽我　一貴 ｿｶﾞ ｶｽﾞｷ 高2

ﾙ-ﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1531 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 高2
1528 岡本　健志 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 高3
1530 村上　裕紀 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 高2

2 中越 767 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 764 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾕｳ 高3

771 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 高1
768 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高2

3 浜松北 855 小篠　　透 ｵｻﾞｻ ﾄｵﾙ 高3
ﾊﾏﾏﾂｷﾀ 高校 854 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 高3

858 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高1
856 下村　飛仁 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶﾋﾄ 高3

4 和歌山北 1219 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 1213 三木　康平 ﾐｷ ｺｳﾍｲ 高3

1218 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
1212 三口　智也 ﾐｸﾁ ﾄﾓﾔ 高3

5 羽黒 174 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾊｸﾞﾛ 高校 173 佐竹　甲平 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 高3

178 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳ 高1
172 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

6 日大藤沢 628 加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｼﾞｻﾜ 高校 624 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 高3

622 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高3
627 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高2

7 鶴岡工業 161 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ 高校 166 五瓶　佑太 ｺﾞﾍｲ ﾕｳﾀ 高3

165 結城　智史 ﾕｳｷ ﾄﾓﾋｻ 高3
164 関川　拓朗 ｾｷｶﾜ ﾀｸﾛｳ 高3

8 多賀城 95 石田　矩之 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 高3
ﾀｶﾞｼﾞｮｳ 高校 96 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高3

97 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 高3
99 加藤　裕宗 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 高2
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 武南 354 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高1

ﾌﾞﾅﾝ 高校 347 田中　建悟 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 高2
349 船田　一平 ﾌﾅﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 高2
352 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高2

2 甲南 1566 桑代　康平 ｸﾜｼﾛｺｳﾍｲ 高2
ｺｳﾅﾝ 高校 1563 徳永　雄一 ﾄｸﾅｶﾞﾕｳｲﾁ 高3

1565 森田　晃一 ﾓﾘﾀｺｳｲﾁ 高3
1562 鮫島　恵介 ｻﾒｼﾏｹｲｽｹ 高3

3 東北 130 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高1
ﾄｳﾎｸ 高校 124 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高2

123 本間　　晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 高3
125 湯村健太郎 ﾕﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

4 市立船橋 380 横尾　圭介 ﾖｺｵ ｹｲｽｹ 高3
ｼﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 382 小原　　仁 ｵﾊﾗ  ﾋﾄｼ 高3

388 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高1
385 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高2

5 尚志学園 13 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高1
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 11 米野　淳詞 ﾖﾈﾉ ｱﾂｼ 高2

14 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高1
15 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高1

6 東福岡 1442 吉田　大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1445 石橋　卓夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸｵ 高2

1448 山中　将義 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾖｼ 高1
1443 酒井　秀信 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 高2

7 関西学院 1174 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高3
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ 高校 1175 山下　健斗 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾄ 高3

1177 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 高2
1178 田口　雄一 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 高2

8 県立浦和 321 丹野　裕介 ﾀﾝﾉ ﾕｳｽｹ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 317 宍戸　　純 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 高3

316 永山　剛史 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 高3
315 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 高3
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 名古屋 905 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 高2

ﾅｺﾞﾔ 高校 901 加藤　大輔 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高3
909 澤田　将宏 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2
908 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高2

2 湘南工大附 566 武山　裕俊 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 574 牧田　将希 ﾏｷﾀ ﾏｻｷ 高1

573 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高1
565 沖田　貴嗣 ｵｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 高3

3 兵庫市川 1167 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3
ﾋｮｳｺﾞｲﾁｶﾜ 高校 1171 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高2

1169 鈴木　大和 ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 高3
1168 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3

4 近畿大附 1133 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 1131 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

1128 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3
1134 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1

5 桐蔭学園 640 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 643 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 高3

641 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3
644 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3

6 旭丘 931 笠原　大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 932 穴沢　朋也 ｱﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 高2

937 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高1
936 片浦　聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高1

7 山形中央 182 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 高校 180 齋藤　　悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 高3

181 鈴木　亮介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 高3
179 今野　泰伸 ｺﾝﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ 高3

8 日大高 589 猪狩　良和 ｲｶﾞﾘ ﾖｼｶｽﾞ 高2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 595 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高1

587 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 高3
590 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2
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競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   10組 高校記録  3:47.14
大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 日大三島 811 林　舟之輔 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾉｽｹ 高3

ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾐｼﾏ 高校 810 原　　尚亨 ﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 高3
813 矢吹　将人 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾄ 高2
817 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高1

2 報徳学園 1190 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 高3
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 高校 1198 玉田　雄一 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高2

1195 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2
1197 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

3 豊川 953 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高2
ﾄﾖｶﾜ 高校 958 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高1

948 山口　　翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 高3
957 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1

4 日大豊山 515 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｻﾞﾝ 高校 513 八木　啓介 ﾔｷﾞ ｹｲｽｹ 高3

520 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2
522 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高1

5 世田谷学園 533 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝ 高校 537 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高1

534 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高2
529 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 高3

6 法政二 611 青木　孝平 ｱｵｷ ｺｳﾍｲ 高3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆ 高校 610 大島　拓磨 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 高3

608 周東　将士 ｼｭｳﾄｳ ﾏｻｼ 高3
619 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高1

7 飛龍 835 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 834 綿谷　健佑 ﾜﾀﾔ ｹﾝｽｹ 高3

840 松田　晃典 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高2
847 嶋野　　光 ｼﾏﾉﾋｶﾙ 高1

8 早稲田実業 508 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ 高2
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 506 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3

511 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高1
507 金沢　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高2
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大会記録  3:48.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 中京大中京 912 鈴木　栄吾 ｽｽﾞｷ ｴｲｺﾞ 高3

ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿ 高校 920 松本　哲典 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 高1
910 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 高3
919 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高1

2 埼玉栄 326 大西　亮太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 334 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高1

332 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高2
331 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2

3 広島沼田 1304 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高1
ﾇﾏﾀ 高校 1303 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高1

1299 広田　将也 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾔ 高3
1302 前峠　寛和 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高2

4 春日部共栄 288 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 282 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3

292 池田　卓哉 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 高1
284 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3

5 高崎商業 269 古澤　勝巨 ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾐ 高2
ﾔｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 271 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2

268 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
270 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2

6 太成学院大高 1104 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 1100 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高2

1111 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高1
1102 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2

7 九産大付九州 1417 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞ 高校 1425 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 高1

1428 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高1
1416 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 高3

8 八王子 478 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 470 吉田　弘明 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 高3

477 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2
481 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高1
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