
平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 名寄 23 寺崎　美郷 ﾃﾗｻｷ ﾐｻﾄ 高3
ﾅﾖﾛ 高校 25 米津慎之介 ﾖﾈﾂ ｼﾝﾉｽｹ 高2

24 増田　健人 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 高2
26 外崎　夢大 ﾄﾉｻｷ ﾕｳﾀ 高1

3 土佐塾 1615 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高1
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1612 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高2

1613 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高2
1614 渡辺　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 高2

4 日本文理 810 今井　大希 ｲﾏｲ ﾀｲｷ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 817 鈴木孝太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 高1

811 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
812 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2

5 美作 1523 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高1
ﾐﾏｻｶ 高校 1526 原田　将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 高3

1527 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高3
1525 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高2

6 高知小津 1605 原　　龍徳 ﾊﾗ ﾀﾂﾉﾘ 高3
ｺｳﾁｵｽﾞ 高校 1607 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 高2

1606 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高2
1608 楠瀬　三邦 ｸｽﾉｾ ﾐｸﾆ 高3

7 滝川 21 三沢　史拓 ﾐｻﾜ ﾌﾐﾋﾛ 高2
ﾀｷｶﾜ 高校 19 葛西　貴匡 ｶｻｲ ﾀｶﾏｻ 高3

22 田中　良尚 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 高2
20 山梨　　学 ﾔﾏﾅｼ ﾏﾅﾌﾞ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 桐蔭学園 652 宗田　宏記 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 654 石橋　隼人 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾔﾄ 高3
649 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高1
660 武井　文理 ﾀｹｲ ﾌﾐｻﾄ 高3

2 市立尼崎 1350 長藤  繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1443 柴田章太郎 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

1348 宇陽    智 ｳﾖｳ ｻﾄｼ 高3
1347 赤尾  拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高3

3 北陽 1439 山脇  健二 ﾔﾏﾜｷ ｹﾝｼﾞ 高3
ﾎｸﾖｳ 高校 1287 玉木  壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高1

1288 山崎  直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 高3
1286 四宮  礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高2

4 長岡大手 796 長谷川敦史 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 801 野沢　幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高1

800 福島　俊史 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾌﾐ 高3
788 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高2

5 川崎橘 680 八ツ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高2
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 673 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

677 森　　希竜 ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 高3
672 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高2

6 津田学園 1092 中村  勇介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高1
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1089 百瀬  弘祐 ﾓﾓｾ ｺｳｽｹ 高3

1091 高山  裕司 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高2
1087 瀬古  直也 ｾｺ ﾅｵﾔ 高3

7 目黒学院 466 川井　　玲 ｶﾜｲ ﾚｲ 高3
ﾒｸﾞﾛｶﾞｸｲ 高校 467 畑　　　聡 ﾊﾀ ｻﾄｼ 高3

464 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高3
468 豊崎　慎司 ﾄﾖｻｷ ｼﾝｼﾞ 高3

8 多度津工業 1650 塩崎　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞ 高校 1671 行成　康平 ﾕｷﾅﾘ ｺｳﾍｲ 高3

1651 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
1652 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 洛南 1208 重田  真宏 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 高3

ﾗｸﾅﾝ 高校 1207 楠田  晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高3
1210 中尾  匡利 ﾅｶｵ ﾏｻﾉﾘ 高2
1211 三宅  英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

2 駒場 453 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
ｺﾏﾊﾞ 高校 456 竹下　祐矢 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ 高2

459 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
457 鶴園　淳樹 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 高3

3 大垣商業 1109 南谷  良治 ﾐﾅﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1108 戸島宗二郎 ﾄｼﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 高3

1107 田中堅二郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高3
1111 安藤    巧 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高2

4 東海大浦安 424 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 426 蟹沢　翔一 ｶﾆｻﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

425 渡辺　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高3
427 内山　皓太 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀ 高2

5 大分雄城台 1706 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉﾀﾞｲ 高校 1709 田原　琢朗 ﾀﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 高3

1705 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高3
1707 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高3

6 市川学園 417 石井　大輔 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾁｶﾜｶﾞｸｴﾝ 高校 421 前田　龍一 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 高2

419 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高1
418 出川恵一郎 ﾃﾞｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

7 関西学院 1371 後河内聖文 ｳｼﾛｺｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 高2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ 高校 1374 平原  翔太 ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高3

1372 荻埜  敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 高3
1373 田口  雄一 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 高3

8 慶応 616 島　　優一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ 高3
ｹｲｵｳ 高校 613 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高3

614 小山　翔平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高1
617 片岡　史登 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾄ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 作新学院 270 手塚　拓馬 ﾃﾂｶ ﾀｸﾏ 高2

ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 高校 273 大坪　篤史 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ 高3
272 増山　智啓 ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高3
269 斎藤　　翔 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾙ 高3

2 立命館 1217 畑    秀弥 ﾊﾀ ﾋﾃﾞﾔ 高2
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 高校 1423 岩崎  浩暁 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｱｷ 高2

1216 伊藤  雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 高3
1218 後藤    健 ｺﾞﾄｳ ｹﾝ 高2

3 成田 396 青木　一義 ｱｵｷ ｶｽﾞﾖｼ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 393 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高2

395 水谷　勇輝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 高2
398 木村　祐揮 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 高3

4 埼玉栄 363 福井　大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 364 並木　真夢 ﾅﾐｷ ﾏﾅﾑ 高1

353 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高3
357 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3

5 三田学園 1444 竹内  悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2
ｻﾝﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1400 長田  裕史 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高3

1399 河村  拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3
1445 西川    潤 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 高3

6 帝京大学可児 1121 小西  一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高1
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｶﾆ 高校 1119 足立  悠哉 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2

1118 山本  一輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾃﾙ 高2
1120 渡邉  良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高1

7 桐光学園 666 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高2
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高校 668 町田　　洵 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 高3

669 南　　直人 ﾐﾅﾐ ﾅｵﾄ 高1
663 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

8 和歌山北 1414 筒井  大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 1415 秦野  健人 ﾊﾀﾉ ﾀｹﾋﾄ 高1

1416 横山  雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
1413 上野  祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 鹿児島実業 1715 日高　保孝 ﾋﾀﾞｶ ﾔｽﾅﾘ 高3

ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1722 栫　　雅俊 ｶｺｲ ﾏｻﾄｼ 高1
1717 野元　一平 ﾉﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高3
1718 初瀬　有志 ﾊｯｾ ﾕｳｼ 高2

2 筑紫中央 1803 中村　俊也 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 高2
ﾁｸｼﾁｭｳｵｳ 高校 1801 藤上　健一 ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾝｲﾁ 高3

1804 日高　誠大 ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ 高1
1802 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

3 前橋育英 288 片貝　亮太 ｶﾀｶｲ ﾘｮｳﾀ 高2
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲ 高校 285 大塚　一輝 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 高2

287 島田　康徳 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 高3
286 田中　将晃 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 高2

4 日大三島 909 越村修太郎 ｺｼﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 910 竹森  悠介 ﾀｹﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高1

901 矢吹  将人 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾄ 高3
905 手老  大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高2

5 中京大中京 1018 内海  陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高3
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 1021 服部  耕平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 高3

1020 高瀬  雅和 ﾀｶｾ ﾏｻｶｽﾞ 高3
1024 舘    祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高2

6 高崎商業 291 古澤　勝巨 ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾐ 高3
ﾀｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 292 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高3

296 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高1
703 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3

7 県立浦和 344 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 345 中山　直哉 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 高3

340 下平　亮輔 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
341 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1

8 関西 1538 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高3
ｶﾝｾﾞｲ 高校 1539 馬場　智大 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3

1535 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2
1537 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 安積 189 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高3

ｱｻｶ 高校 195 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高1
194 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
190 近藤　貴将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 高3

2 静岡商業 942 鍋田  恭平 ﾅﾍﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 高3
ｾｲｼｮｳ 高校 947 石上  太一 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 高1

945 佐藤  圭悟 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 高2
939 池ヶ谷祐仁 ｲｹｶﾞﾔ ﾕｳｼﾞﾝ 高3

3 法政二 633 大場　翔大 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 高2
ﾎｳｾｲﾆ 高校 628 山崎　瑛司 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 高3

625 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高2
631 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高3

4 ルーテル学院 1757 曽我　一貴 ｿｶﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1758 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 高3

1761 本郷　雄三 ﾎﾝｺﾞｳ ﾕｳｿﾞｳ 高2
1762 深川　　新 ﾌｶｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 高2

5 飛龍 928 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高2
ﾋﾘｭｳ 高校 930 柴山  和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高1

920 松田  晃典 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高3
927 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高2

6 山形中央 159 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 高校 157 熊谷　卓也 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 高1

155 阿部　悠大 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
160 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ｻﾊﾞｻ 高1

7 市川 1363 清道    功 ｷﾖﾐﾁ ｺｳ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 1369 田中    翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高3

1366 桜井  佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高1
1365 近藤  真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高3

8 盛岡南 126 袴田　五月 ﾊｶﾏﾀﾞ ｻﾂｷ 高1
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 129 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

124 関根　　翔 ｾｷﾈ ｼｮｳ 高3
133 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 東福岡 1813 吉田　大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 高3

ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1810 石橋　卓夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｵ 高3
1809 山中　将義 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾖｼ 高2
1807 小村　哲也 ｺﾑﾗ ﾃﾂﾔ 高3

2 武南 369 佐竹　宏章 ｻﾀｹ ﾋﾛｱｷ 高3
ﾌﾞﾅﾝ 高校 380 田中　建悟 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 高3

365 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高2
370 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高3

3 世田谷学園 558 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高2
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸ 高校 557 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1

559 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高3
560 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高2

4 日大豊山 538 戸村　洋介 ﾄﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 541 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高1

537 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3
534 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3

5 報徳学園 1397 山崎  祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 高校 1394 玉田  雄一 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高3

1398 山本  裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
1393 関口  剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高1

6 西城陽 1245 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1242 島田  良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高2

1243 杉岡  郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
1240 若宮  裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高3

7 大体大浪商 1270 廣田  翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 高2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ 高校 1266 黒田  雄介 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3

1268 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ 高3
1273 松尾    優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高3

8 九産大付九州 1820 阿川　友紀 ｱｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 高1
ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲｷｭｳｼｭｳ 高校 1816 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 高2

1819 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高2
1815 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 九州学院 1750 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高2

ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1747 服部　　学 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅﾌﾞ 高3
1754 大賀　貴嗣 ｵｵｶﾞ ﾀｶﾂｸﾞ 高1
1748 末廣　大喜 ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲｷ 高3

2 八王子 507 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 502 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 高1

513 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 高3
506 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高2

3 近畿大附 1338 入江  陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1339 田中  智裕 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 高1

1340 藤原  賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高1
1343 山本  悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

4 豊川 1076 北村    渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 1073 冨田  尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高1

1059 松尾  直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高3
1064 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高2

5 太成学院大高 1312 伊藤  達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1318 徳元  篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高3

1316 倉西  孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高2
1321 本田    陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3

6 市立船橋 408 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高1
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 403 浦上　恒佑 ｳﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 高3

405 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高2
404 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3

7 名古屋 1011 具志  幸耶 ｸﾞｼ ｻﾁﾔ 高3
ﾅｺﾞﾔ 高校 1012 澤田  将宏 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

1013 佐藤  孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 高2
1014 桜井  孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高2

8 尚志学園 15 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 11 米野　淳詞 ﾖﾈﾉ ｱﾂｼ 高3

16 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高2
12 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:48.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 旭丘 1045 岩田  康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高2

ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 1038 笠原  大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
1042 播磨  勇人 ﾊﾘﾏ ﾊﾔﾄ 高2
1044 片浦  聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高2

2 東北 180 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 185 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3

181 阿部　知宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3
187 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高1

3 市立沼田 1570 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高3
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 1569 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高2

1565 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高2
1567 前峠　寛和 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高3

4 春日部共栄 309 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高3
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 322 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高2

324 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
316 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

5 日大高 599 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 611 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高2

595 種田　悠人 ﾀﾈﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
592 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3

6 中越 818 岸田　将太 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾁｭｳｴﾂ 高校 820 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高1

821 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 高2
827 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高3

7 京都外大西 1221 武岡  辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1224 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高2

1223 西尾  裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3
1220 山本  哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3

8 愛工大名電 1048 千村  亮太 ﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 1056 野村  卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

1053 片桐  啓介 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ 高1
1049 山根  龍一 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｲﾁ 高3
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