
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.  8 男子    400m   リレー   予選   5組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 越谷富士 302 綱島　大希 ﾂﾅｼﾏ ﾀﾞｲｷ 中3
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 303 田中　大希 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 中2

304 山崎　竜也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中2
305 綱島　海門 ﾂﾅｼﾏ ｶｲﾄ 中1

4 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 573 神保　洸明 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾂｱｷ 中2

574 中村　　駿 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 中2
572 斉藤　　翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 中3

5 西那須野 918 渡辺　　崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 中2
ﾆｼﾅｽﾉ 中学 915 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 中2

916 森　　洸介 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 中3
914 谷田　智史 ﾔﾀﾞ ｻﾄｼ 中3

6 尾鷲 466 竹村　健太 ﾀｹﾑﾗ ｹﾝﾀ 中3
ｵﾜｾ 中学 467 中村　公哉 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾔ 中3

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

7

8
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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.  8 男子    400m   リレー   予選   5組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 上越・春日 1112 布施　寛之 ﾌｾ ﾋﾛﾕｷ 中3

ｼﾞｮｳｴﾂｶｽｶﾞ 中学 1113 五十嵐満哉 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂﾔ 中2
1114 木本　裕樹 ｷﾓﾄ ﾕｳｷ 中3
1115 和知　大志 ﾜﾁ ﾀﾞｲｼ 中3

2 新潟燕 1097 藤田　雄也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 中2
ﾂﾊﾞﾒ 中学 1098 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中2

1095 今　　稔樹 ｺﾝ ﾄｼｷ 中3
1094 山内　克哲 ﾔﾏｳﾁ ｶﾂﾉﾘ 中3

3 小名浜第一 108 阿部　　歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 中3
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

111 林　　駿希 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 中2
109 森本　章雅 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 中3

4 橿原市立八木 631 豕瀬　要介 ｲﾉｾ ﾖｳｽｹ 中3
ﾔｷﾞﾁｭｳ 中学 632 古川　央貴 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 中3

633 吉川　慎悟 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ 中3
634 中敷　智志 ﾅｶｼｷ ｻﾄｼ 中3

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

190 槇坂　敬志 ﾏｷｻｶ ﾀｶｼ 中3
191 大塚　正也 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ 中3

6 日本大学 33 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 561 石川　貴大 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 中3

562 山本　純大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 中2
556 直江　明宜 ﾅｵｴ ｱｷﾖｼ 中3

7 鶴岡第一 514 冨樫　聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中3
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｲﾁ 中学 518 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中2

515 後藤　悠希 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 中3
517 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中2

8 岡崎矢作北 651 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 中1
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 650 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 中2

649 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
648 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞﾋ 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.  8 男子    400m   リレー   予選   5組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 姫路朝日 1169 津田　一希 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 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

2 帝京大学可児 380 兼松　輝成 ｶﾈﾏﾂ ｷﾋﾗ 中3
ﾃｲｷｮｳｶﾆ 中学 379 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 中3

381 牧田　大輝 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 中2
382 米倉　賢人 ﾖﾈｸﾗ ｹﾝﾄ 中1

3 佐波玉村 1023 吉原　啓太 ﾖｼﾊﾗ ｹｲﾀ 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

1024 木暮　真大 ｺｸﾞﾚ ﾏｻﾋﾛｷ 中2
1022 柳瀬　桂太 ﾔﾅｾ ｹｲﾀ 中3

4 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 205 土肥　隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 中3

523 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
524 本村　貴紀 ﾎﾝﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 中2

5 さいたま植竹 270 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中2
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 269 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中3

271 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中2
268 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3

6 日大豊山 804 梅川　　誠 ｳﾒｶﾜ ﾏｺﾄ 中3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 中学 805 原野　寛幸 ﾊﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 中3

806 近藤　恭一 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ 中2
807 清水　大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 中2

7 綾瀬市立綾北 593 吉野　涼貴 ﾖｼﾉ ﾘｮｳｷ 中2
ﾘｮｳﾎｸ 中学 1255 鹿志村公大 ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中3

63 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 中3
594 野毛　一樹 ﾉｹﾞ ｶｽﾞｷ 中2

8 和歌山西浜 613 宮本　大地 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 中2
ﾜｶﾔﾏﾆｼﾊﾏ 中学 614 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 中2

615 山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 中2
616 宮本　陽介 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 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.  8 男子    400m   リレー   予選   5組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

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 124 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ 中3
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

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

872 柳川　卓也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 中3
873 村上　　賢 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾙ 中3

3 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

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

4 八幡浜愛宕 16 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中3
ﾔﾜﾀﾊﾏ ｱﾀｺﾞ 中学 17 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中3

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

5 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 576 河合誠太郎 ｶﾜｲ ｾｲﾀﾛｳ 中3

36 前田　　駿 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 中3
578 小田桐翔一 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 中2

6 打越 681 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 中2
ｳﾁｺｼ 中学 678 竹尾　正馬 ﾀｹｵ ｼｮｳﾏ 中3

680 守谷　優一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ 中3
677 下地　達也 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾔ 中3

7 広島翠町 171 立山　祐輝 ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳｷ 中1
ﾋﾛｼﾏﾐﾄﾞﾘﾏﾁ 中学 167 幸田　達人 ｺｳﾀﾞ ﾀﾂﾄ 中3

172 岡野　大輝 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 中1
168 林　　一平 ﾊﾔｼ ｲｯﾍﾟｲ 中3

8 さい大砂土 272 宮地　建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 中3
ｻｲﾀﾏｵｵｻﾄ 中学 273 中山　竜太 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 中3

275 吉越　康樹 ﾖｼｺﾞｴ ｺｳｷ 中1
274 吉越　規樹 ﾖｼｺﾞｴ ﾉﾘｷ 中3

Page: 4/5 Printing: 2005/08/22 9:34:47

東  京

広  島

埼  玉

加　盟

東  京

栃  木

愛  媛

神奈川

岩  手



第４５回全国中学校水泳競技大会                    
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スタートリスト

競技No.  8 男子    400m   リレー   予選   5組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:42.79

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 本郷 843 間々下義広 ﾏﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 中3

ﾎﾝｺﾞｳ 中学 842 朝日　達哉 ｱｻﾋ ﾀﾂﾔ 中3
841 浅野　文章 ｱｻﾉ ﾌﾞﾝｼｮｳ 中3
845 豊田　雅人 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾄ 中2

2 我孫子 403 和田　高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3
ｱﾋﾞｺﾁｭｳｶﾞｸ 中学 401 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 中3

402 染野　正和 ｿﾒﾉ ﾏｻｶｽﾞ 中3
405 西口　直人 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 中2

3 足立十四 708 法師　一貴 ﾎｳｼ ｶｽﾞｷ 中3
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 710 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中2

711 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中2
709 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 中3

4 淑徳巣鴨 848 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 中3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 849 大崎　雄悟 ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ 中3

847 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3
846 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3

5 広島市立安佐 155 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 156 小松　　岳 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ 中2

152 森下　真登 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾄ 中3
157 和田　義則 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 中2

6 高松市立屋島 92 島　　　聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中2
ﾀｶﾏﾂｼﾘﾂﾔｼﾏ 中学 93 三木　寿人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 中2

94 浅川　仁志 ｱｻｶﾜ ﾋﾄｼ 中2
95 植田　拓実 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ 中2

7 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 103 千葉　大樹 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

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

8 神戸友が丘 1158 先濱　　健 ｻｷﾊﾏ ﾀｹｼ 中2
ﾄﾓｶﾞｵｶ 中学 1160 宮本　直弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 中1

1157 山村　駿介 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
1159 土井　大輔 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 中2
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