
第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 尾鷲 470 中井　俊輔 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 中2
ｵﾜｾ 中学 466 竹村　健太 ﾀｹﾑﾗ ｹﾝﾀ 中3

464 北村　　周 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳ 中3
465 西　　直仁 ﾆｼ ﾅｵﾋﾄ 中3

4 佐波玉村 1024 木暮　真大 ｺｸﾞﾚ ﾏｻﾋﾛｷ 中2
ｸﾞﾝﾏｻﾜﾀﾏﾑﾗ 中学 1021 木暮　健行 ｺｸﾞﾚ ﾀｹﾕｷｷ 中3

1023 吉原　啓太 ﾖｼﾊﾗ ｹｲﾀ 中2
1022 柳瀬　桂太 ﾔﾅｾ ｹｲﾀ 中3

5 草加新田 282 成田　貴思 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ 中3
ｿｳｶｼﾝﾃﾞﾝ 中学 285 篠崎　淳平 ｼﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟ 中2

283 吉田　良平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中3
284 藤本　知臣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中2
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 小名浜第一 111 林　　駿希 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 中2
ｵﾅﾊﾏﾀﾞｲｲﾁ 中学 110 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 中2

108 阿部　　歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 中3
109 森本　章雅 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 中3

3 波崎第三 1223 宮沢　尚大 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 中3
ﾊｻｷﾀﾞｲｻﾝ 中学 1224 高島　俊樹 ﾀｶｼﾏ ﾄｼｷ 中3

1225 川嶋　　廉 ｶﾜｼﾏ ﾚﾝ 中2
1226 柴山　尚大 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅｵ 中3

4 飛幡 780 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 中2
ﾄﾋﾞﾊﾀ 中学 779 藏園　　惇 ｸﾗｿﾉ ﾏｺﾄ 中2

778 隈元　孝義 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 中2
781 徳永　義昌 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 中2

5 鶴岡第一 515 後藤　悠希 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 中3
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｲﾁ 中学 516 水尾　英伸 ﾐｽﾞｵ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 中3

517 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中2
514 冨樫　聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中3

6 青葉台 571 森崎　竜二 ﾓﾘｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 中3
ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 中学 574 中村　　駿 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 中2

575 荒木　雄至 ｱﾗｷ ﾕｳｼ 中1
573 神保　洸明 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾂｱｷ 中2

7 佐原 191 大塚　正也 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ 中3
ｻﾜﾗ 中学 190 槇坂　敬志 ﾏｷｻｶ ﾀｶｼ 中3

192 平松大貴康 ﾋﾗﾏﾂﾀﾞｲ ﾀｶﾔｽ 中2
193 石井　良憲 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 中2

8

Page: 2/6 Printing: 2005/08/21 13:38:59

加　盟

福  岡

山  形

神奈川

千  葉

福  島

茨  城



第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 打越 677 下地　達也 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾔ 中3

ｳﾁｺｼ 中学 678 竹尾　正馬 ﾀｹｵ ｼｮｳﾏ 中3
679 田代　圭佑 ﾀｼﾛ ｹｲｽｹ 中3
680 守谷　優一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ 中3

2 立教池袋 836 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 中3
ﾘｯｷｮｳｲｹﾌﾞｸ 中学 839 宮田　朋仁 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾋﾄ 中2

838 鈴木総一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2
837 篠澤　　新 ｼﾉｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 中3

3 浜脇 1146 上島　　俊 ｳｴｼﾏ ｼｭﾝ 中1
ﾋｮｳｺﾞ･ﾊﾏﾜｷ 中学 1147 北山　　陸 ｷﾀﾔﾏ ﾘｸ 中3

1148 野田　英季 ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 中3
1149 野田　直季 ﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 中3

4 群大附属 1032 石原　圭輔 ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 中2
ｸﾞﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 中学 1030 青木　　蕉 ｱｵｷ ｼｮｳ 中3

1031 狩野　　駿 ｶﾉｳ ｼｭﾝ 中3
1029 矢島　　心 ﾔｼﾞﾏ ｼﾝ 中3

5 洛星 1058 大熊　将八 ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾔ 中1
ﾗｸｾｲﾁｭｳ 中学 1059 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 中2

1060 堀田想太郎 ﾎｯﾀ ｿｳﾀﾛｳ 中3
1061 中村　　佳 ﾅｶﾑﾗ ｶｲ 中3

6 八王子市椚田 736 大金　　寛 ｵｵｶﾞﾈ ｶﾝ 中3
ｸﾇｷﾞﾀﾞ 中学 737 清水　治登 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ 中3

738 秋間　洋平 ｱｷﾏ ﾖｳﾍｲ 中3
739 津田　　喬 ﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 中3

7 新潟燕 1098 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中2
ﾂﾊﾞﾒ 中学 1100 斉藤　太一 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 中3

1093 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 中1
1095 今　　稔樹 ｺﾝ ﾄｼｷ 中3

8 豊中市立第一 265 森芳　慎平 ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍﾟｲ 中1
ﾄﾖﾅｶﾀﾞｲｲﾁ 中学 263 口村　康輔 ｸﾁﾑﾗ ｺｳｽｹ 中3

262 辻　　駿介 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 中3
264 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 中1
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 盛岡大宮 123 清川　耕平 ｷﾖｶﾜ ｺｳﾍｲ 中3

ﾓﾘｵｶｵｵﾐﾔ 中学 126 藤原　　元 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾞﾝ 中3
125 石塚　　瞭 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｮｳ 中3
124 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ 中3

2 榛原 628 中山　寛志 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 中3
ﾊｲﾊﾞﾗ 中学 627 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中3

629 涌田　直宏 ﾜｸﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 中2
630 森岡　孝美 ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾐ 中2

3 川崎市立稲田 585 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 中1
ｶﾜｻｷ･ｲﾅﾀﾞ 中学 46 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 中2

586 後藤　　優 ｺﾞﾄｳ ﾕｳ 中3
587 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 中3

4 八幡浜愛宕 17 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中3
ﾔﾜﾀﾊﾏ ｱﾀｺﾞ 中学 18 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3

19 増岡　知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中3
16 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中3

5 田原 900 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中2
ﾀﾜﾗ 中学 902 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中2

901 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 中3
903 山田　純平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

6 郡山第五 101 伊藤　　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 中3
ｺｵﾘﾔﾏﾀﾞｲｺﾞ 中学 102 井上　裕大 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 中3

104 山ノ井　優 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳ 中3
103 千葉　大樹 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

7 桐蔭学園 579 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 中学 577 嘉山　元気 ｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 中2

580 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中1
36 前田　　駿 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 中3

8 我孫子 405 西口　直人 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 中2
ｱﾋﾞｺﾁｭｳｶﾞｸ 中学 402 染野　正和 ｿﾒﾉ ﾏｻｶｽﾞ 中3

403 和田　高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3
401 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 中3
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 伊勢原 67 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 中3

ｲｾﾊﾗ 中学 600 伊藤　公一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 中3
673 山田　雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2
674 小長井悠太郎 ｺﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ 中2

2 芝浦工業大学 870 西貝　太一 ﾆｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ 中3
ｼﾊﾞｳﾗｺｳﾀﾞｲ 中学 869 大山　正紀 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｷ 中3

872 柳川　卓也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 中3
871 中川　太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 中3

3 鶴岡第四 204 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中3
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲﾖﾝ 中学 522 乙坂　龍治 ｵﾄｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 中3

523 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
205 土肥　隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 中3

4 さいたま植竹 268 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 271 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中2

270 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中2
269 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中3

5 姫路朝日 1170 宇田　真人 ｳﾀﾞ ﾏｺﾄ 中2
ｱｻﾋ 中学 1166 三輪　　聡 ﾐﾜ ｻﾄｼ 中3

1167 原　　侑也 ﾊﾗ ﾕｳﾔ 中3
1168 西岡　聖哉 ﾆｼｵｶ ｾｲﾔ 中3

6 日本大学 556 直江　明宜 ﾅｵｴ ｱｷﾖｼ 中3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 557 高野　賢人 ﾀｶﾉ ｹﾝﾄ 中3

558 江本　達哉 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾔﾔ 中3
33 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中3

7 高知南 1005 伊藤　　克 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 中2
ｺｳﾁﾐﾅﾐ 中学 1007 細川　夏輝 ﾎｿｶﾜ ﾅﾂｷ 中2

1006 田海　祐希 ﾀｳﾐ ﾕｳｷ 中2
1003 竹内　裕貴 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 中3

8 水戸見川 1229 大澤　　純 ｵｵｻﾜ ｼﾞｭﾝ 中3
ﾐﾄﾐｶﾞﾜ 中学 1230 鴫原　顕英 ｼｷﾞﾊﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 中3

1233 市毛雄一郎 ｲﾁｹﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中1
1232 鈴木　勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 中3
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  6 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 中学記録  3:54.47
大会記録  4:08.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 本郷 844 伊藤　慶太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 中2

ﾎﾝｺﾞｳ 中学 845 豊田　雅人 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾄ 中2
842 朝日　達哉 ｱｻﾋ ﾀﾂﾔ 中3
843 間々下義広 ﾏﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 中3

2 本荘北 1122 畑山　貴大 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 中2
ﾎﾝｼﾞｮｳｷﾀ 中学 1120 福川　　将 ﾌｸｶﾜ ﾏｻｼ 中2

1119 山科　翔平 ﾔﾏｼﾅ ｼｮｳﾍｲ 中3
1121 佐々木　鴻 ｻｻｷ ｺｳ 中3

3 日大豊山 805 原野　寛幸 ﾊﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 中3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 中学 808 布施　清平 ﾌｾ ｷﾖﾋﾗ 中2

809 杉内　　光 ｽｷﾞｳﾁ ｺｳ 中3
804 梅川　　誠 ｳﾒｶﾜ ﾏｺﾄ 中3

4 淑徳巣鴨 846 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 848 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 中3

847 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3
850 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中1

5 広島市立安佐 152 森下　真登 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾄ 中3
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 158 三阪　拓未 ﾐｻｶ ﾀｸﾐ 中2

155 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3
153 手島　直弘 ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 中3

6 岡崎矢作北 652 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 中1
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 650 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 中2

648 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞﾋ 中3
649 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

7 伊勢原山王 66 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中2
ｲｾﾊﾗｻﾝﾉｳ 中学 597 千木良　優 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳ 中2

598 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中2
599 安彦　　直 ｱﾋﾞｺ ﾅｵ 中2

8 三田学園 1176 加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 中1
ｻﾝﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 中学 1174 竹内　啓輔 ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ 中3

1175 山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 中2
1173 坂元　宏彰 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 中3
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