
第６０回国民体育大会夏季大会水泳競技              
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:19.27
少年Ｂ              大会記録  3:31.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 高    知 3917 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 中3
ｺｳﾁ 3902 岡林　大地 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 高1

3913 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高1
3916 植野　博仁 ｳｴﾉ ﾋﾛﾋﾄ 中3

3 岐    阜 2418 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 中3
ｷﾞﾌ 2413 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高1

2403 出﨑　拓海 ﾃﾞｻｷ ﾀｸﾐ 高1
2414 渡邉　良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高1

4 新    潟 1712 青木　康彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1729 渡辺　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 中3

1730 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 中3
1708 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高1

5 神 奈 川 1409 乙幡　夏輝 ｵﾂﾊﾀ ﾅﾂｷ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1407 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高1

1404 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 高1
1403 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1

6 山    形 616 佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 612 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高1

624 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中3
619 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ｻﾊﾞｻ 高1

7 北 海 道 116 藤川京太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 115 久保　友樹 ｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 高1

118 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 中3
117 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 中3

8 秋    田 508 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1
ｱｷﾀ 517 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 中3

507 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
511 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 中3

9 岡    山 3328 鳴坂　侑祐 ﾅﾙｻｶ ﾕｳｽｹ 高1
ｵｶﾔﾏ 3329 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高1

3326 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 中3
3327 山村　和久 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 高1
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競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:19.27
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福    井 2002 増田　弘明 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 高1

ﾌｸｲ 2005 山本誠一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 高1
2007 田代　純也 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
2012 中島　　遼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 中3

2 香    川 3604 植田　孝之 ｳｴﾀ ﾀｶﾕｷ 高1
ｶｶﾞﾜ 3603 鎌野　勇気 ｶﾏﾉ ﾕｳｷ 高1

3614 多田　大樹 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ 高1
3618 馬場　勝也 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ 中3

3 宮    城 417 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高1
ﾐﾔｷﾞ 401 早坂　一希 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 高1

429 早坂　寿輝 ﾊﾔｻｶ ﾄｼｷ 中3
409 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高1

4 長    野 1607 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 高1
ﾅｶﾞﾉ 1617 山﨑　達也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中3

1613 酒井　一優 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏｻ 中3
1616 那須野　諭 ﾅｽﾉ ｻﾄｼ 中3

5 京    都 2627 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
ｷｮｳﾄ 2616 三宅　英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

2601 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高1
2621 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 中3

6 愛    知 2227 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 中3
ｱｲﾁ 2237 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1

2204 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中3
2236 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1

7 千    葉 1215 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高1
ﾁﾊﾞ 1236 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 中3

1224 麻生　真稔 ｱｿｳ ﾏｻﾄｼ 高1
1214 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高1

8 茨    城 826 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 808 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高1

818 宮川　雄大 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
805 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高1

9 大    分 4402 岡田　雄一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高1
ｵｵｲﾀ 4421 松木　祐典 ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ 中3

4406 塩月　智博 ｼｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1
4420 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 徳    島 3703 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 高1

ﾄｸｼﾏ 3709 辻　　真集 ﾂｼﾞ ﾏｼｭｳ 高1
3719 阿久根健志 ｱｸﾈ ｹﾝｼﾞ 中3
3714 小川　浩輝 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 高1

2 和 歌 山 3007 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾜｶﾔﾏ 3016 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高1

3012 田端　祐介 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 高1
3024 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中3

3 兵    庫 2828 谷川　　誠 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2818 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高1

2832 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高1
2809 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 高1

4 大    阪 2729 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1
ｵｵｻｶ 高校 2706 藤岡　雄二 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ 高1

2730 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高1
2731 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1

5 埼    玉 1123 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｻｲﾀﾏ 1122 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 高1

1126 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 中3
1113 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1

6 東    京 1323 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1327 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3

1328 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 中3
1326 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3

7 静    岡 2122 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2128 鈴木　詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 中3

2118 渡邊　　諭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 高1
2130 松村　謙吾 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 中3

8 福    岡 4020 青木　治学 ｱｵｷ ﾊﾙﾉﾘ 高1
ﾌｸｵｶ 4002 遠藤　光平 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 高1

4043 江上　卓司 ｴｶﾞﾐ ﾀｶｼ 中3
4040 龍造寺喬介 ﾘｭｳｿﾞｳｼﾞ ｷｮｳ 中3

9 山    梨 1521 加藤　倫平 ｶﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 中3
ﾔﾏﾅｼ 中学 1525 西川　竜也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 中3

1526 雨宮　　司 ｱﾒﾐﾔ ﾂｶｻ 中3
1522 雨宮　大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 中3
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