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スタートリスト

競技No. 56 男子    400m   メドレーリレー   決勝   1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 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 熊    本 4303 池田彰一郎 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高3  3:55.15

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

2 神 奈 川 1433 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3  3:53.62
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

3 兵    庫 2821 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高3  3:52.88
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
2815 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3

4 福    岡 4029 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3  3:51.66
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

5 東    京 1338 内田　征平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高3  3:50.52
ﾄｳｷｮｳ 高校 1349 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3

1331 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2
1332 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3

6 埼    玉 1139 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2  3:51.06
ｻｲﾀﾏ 高校 1136 荻島　将平 ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3

1141 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高2
1140 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

7 静    岡 2110 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3  3:51.98
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

8 大    阪 2729 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2  3:53.40
ｵｵｻｶ 高校 2724 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

2731 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3
2717 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2

9 千    葉 1217 北舘　滋和 ｷﾀﾀﾞﾃ ｼｹﾞｶｽﾞ 高3  3:54.95
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

10 京    都 2619 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2  3:56.58
ｷｮｳﾄ 高校 2641 楠田　晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高2

2601 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 高2
2642 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高2
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