
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. 50 男子    800m   リレー   決勝   1組 日本記録  7:20.59
少年Ａ              大会記録  7:32.21

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 京    都 2614 三ツ井啓義 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾖｼ 高3  7:46.56

ｷｮｳﾄ 高校 2642 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高2
2627 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高2
2619 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2

2 神 奈 川 1411 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2  7:45.77
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1421 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3

1402 伊藤　慎平 ｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 高3
1446 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高2

3 大    阪 2719 阪倉　庸介 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ 高3  7:45.31
ｵｵｻｶ 高校 2727 山本　信朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾛｳ 高3

2712 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2
2708 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

4 兵    庫 2815 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3  7:39.52
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2833 與市園　賢 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ 高3

2830 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2
2832 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2

5 東    京 1326 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2  7:35.55
ﾄｳｷｮｳ 高校 1338 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高3

1333 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3
1332 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3

6 埼    玉 1142 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3  7:38.11
ｻｲﾀﾏ 高校 1140 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

1132 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2
1147 船津　宏樹 ﾌﾅﾂ ﾋﾛｷ 高3

7 群    馬 1008 贄田　高弘 ﾆｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3  7:44.32
ｸﾞﾝﾏ 高校 1001 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3

1004 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2
1034 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高2

8 山    形 623 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3  7:45.60
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 621 阿部　大介 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

619 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3
618 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 高3

9 静    岡 2111 三浦　　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 高3  7:46.50
ｼｽﾞｵｶ 高校 2116 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高1

2123 酒井　拓也 ｻｶｲ ﾀｸﾔ 高2
2125 上西　秀長 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 高3

10 広    島 3417 高本　翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高3  7:46.71
ﾋﾛｼﾏ 高校 3423 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高2

3425 土本　将大 ﾂﾁﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 高3
3418 広田　将也 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾔ 高3
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