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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3314 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 3313 中西　脩輔 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 高2

3308 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高2
3306 藤井　夢人 ﾌｼﾞｲ ﾕﾒﾄ 高3

3 秋　　田 505 泉舘　涼介 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾃ ﾘｮｳｽ 高3
ｱｷﾀ 高校 514 小野　将範 ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 高2

523 加賀谷英俊 ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 高3
516 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高2

4 山    形 632 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 622 佐竹　甲平 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 高3

619 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3
623 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

5 東    京 1324 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1349 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3

1343 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2
1332 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3

6 静    岡 2110 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2126 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 高3

2109 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高2
2125 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 高3

7 福    岡 4029 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 4008 岡崎晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 高3

4016 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高2
4026 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 高3

8 徳    島 3706 金澤　健司 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 高3
ﾄｸｼﾏ 高校 3718 三並　拓司 ﾐﾅﾐ ﾀｸｼﾞ 高2

3710 石川　仁志 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 高3
3719 赤澤　寛幸 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 高3

9 岐    阜 2403 小板　正道 ｺｲﾀ ﾏｻﾐﾁ 高3
ｷﾞﾌ 高校 2411 渡邊　裕紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 高3

2414 小池　亮輔 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 高3
2415 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 高2

10

Page: 1/3 Printing: 2004/09/12 9:24:24

岐　阜

加　盟

東  京

静  岡

福  岡

徳  島

岡　山

秋　田

山　形



第59回国民体育大会夏季大会水泳競技                
                                                  
川口市青木町公園プール                            

スタートリスト

競技No. 20 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
少年Ａ              大会記録  3:47.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福    井 2018 白﨑　史弥 ｼﾛｻｷ ﾌﾐﾔ 高2

ﾌｸｲ 高校 2017 吉田　　鑑 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 高3
2011 松永　直也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 高2
2013 田附　一貴 ﾀﾂﾞｹ ｶｽﾞｷ 高3

2 栃    木 918 河又　巨樹 ｶﾜﾏﾀ ﾅｵｷ 高2
ﾄﾁｷﾞ 高校 911 大坪　篤史 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ 高2

905 柴田　洸輔 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 高3
922 原沢　　剛 ﾊﾗｻﾜ ｺﾞｳ 高3

3 愛    媛 3810 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高2
ｴﾋﾒ 高校 3807 橋本　渉平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 高2

3806 嶋本　亮介 ｼﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高2
3809 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 高2

4 熊    本 4303 池田彰一郎 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高3
ｸﾏﾓﾄ 高校 4305 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 高2

4304 岡本　健志 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 高3
4309 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 高2

5 神 奈 川 1433 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1441 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 高3

1430 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 高3
1411 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2

6 京    都 2642 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 2641 楠田　晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高2

2619 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2
2601 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 高2

7 千    葉 1217 北舘　滋和 ｷﾀﾀﾞﾃ ｼｹﾞｶｽﾞ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1218 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

1224 西村光太郎 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高3
1207 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高2

8 新    潟 1725 須藤　一毅 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1743 小林　康人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾄ 高2

1742 竹内　稔貴 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 高2
1738 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 高3

9 大    分 4420 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
ｵｵｲﾀ 高校 4416 佐藤純一郎 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 高1

4403 貝々石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高2
4421 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 青    森 208 須藤　全禄 ｽﾄｳ  ﾏｻﾄｼ 高3

ｱｵﾓﾘ 高校 209 鈴木　拓也 ｽｽﾞｷ  ﾀｸﾔ 高3
202 溝江　光平 ﾐｿﾞｴ ｺｳﾍｲ 高2
203 白取　研粋 ｼﾗﾄﾘ ｹﾝｽｲ 高2

2 茨    城 823 瀧　　隼人 ﾀｷ ﾊﾔﾄ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 828 入江　　徹 ｲﾘｴ ﾄｵﾙ 高1

824 大須賀史也 ｵｵｽｶﾞ ﾌﾐﾔ 高3
801 山口　敬介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 高1

3 愛    知 2211 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 高2
ｱｲﾁ 高校 2224 穴沢　朋矢 ｱﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 高2

2213 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 高3
2234 長谷川高之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 高3

4 兵    庫 2821 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2810 白井　宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 高3

2832 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2
2833 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 高3

5 埼    玉 1139 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1135 伊奈　浩平 ｲﾅ ｺｳﾍｲ 高3

1141 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高2
1132 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2

6 大    阪 2729 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2724 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

2703 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ 高2
2717 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2

7 群    馬 1024 樋口　裕輔 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 1032 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2

1018 島田　康徳 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 高2
1004 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2

8 香    川 3606 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高2
ｶｶﾞﾜ 高校 3614 徳田　貴人 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 高2

3601 大松　隼斗 ｵｵﾏﾂ ﾊﾔﾄ 高2
3608 齋藤　公貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 高3

9 島    根 3207 杉原　崇斗 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ 高2
ｼﾏﾈ 高校 3206 田中　佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 高2

3209 江角　拓也 ｴｽﾐ ﾀｸﾔ 高3
3215 雪野　洋平 ﾕｷﾉ ﾖｳﾍｲ 高2
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