
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. 18 男子    800m   リレー   予選   3組 日本記録  7:13.60
少年Ａ              大会記録  7:29.43

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 福    岡 4026 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 4007 入江　一気 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 高2

4013 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高3
4001 稲垣　　賢 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾙ 高3

3 新    潟 1707 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1720 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高3

1715 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2
1726 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2

4 群    馬 1008 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 1002 今泉　裕太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 高3

1036 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3
1028 白井　　秀 ｼﾛｲ ｽｸﾞﾙ 高2

5 埼    玉 1106 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1104 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高2

1118 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3
1107 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

6 京    都 2647 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2628 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3

2622 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3
2623 若宮　裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高3

7 鹿 児 島 4604 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 高2
ｶｺﾞｼﾏ 高校 4607 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高2

4613 松永　太郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾛｳ 高1
4610 立元　大介 ﾀﾁﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 高3

8 愛    媛 3810 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高3
ｴﾋﾒ 高校 3805 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 高2

3807 宇都宮　聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 高3
3803 嶋本　亮介 ｼﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高3

9 大    分 4410 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 4409 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

4408 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高3
4405 田中　智幸 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 秋    田 504 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高3
ｱｷﾀ 高校 515 高橋　尚生 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高2

502 小野　将範 ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 高3
509 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3

3 宮    城 424 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 418 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2

422 岩崎　隼人 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 高3
421 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2

4 北 海 道 113 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 101 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高3

104 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高2
105 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高2

5 神 奈 川 1410 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1423 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高2

1422 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高2
1402 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高3

6 兵    庫 2831 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2833 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

2834 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
2835 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

7 愛    知 2231 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高2
ｱｲﾁ 高校 2230 及部　貴敏 ｵﾖﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 高3

2213 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3
2223 田辺　瑛二 ﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高3

8 岡    山 3316 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 3322 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高2

3320 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2
3315 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高3

9 長    野 1606 田中　　海 ﾀﾅｶ ｶｲ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 1611 伊藤　義輝 ｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 高3

1601 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高2
1610 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 福    井 2004 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 高2

ﾌｸｲ 高校 2006 中　　大輝 ﾅｶ ﾋﾛｷ 高3
2009 今井　雅彦 ｲﾏｲ ﾏｻﾋｺ 高3
2008 白崎　史弥 ｼﾛｻｷ ﾌﾐﾔ 高3

2 和 歌 山 3017 原　　直毅 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 3011 岡本　佳大 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 高3

3005 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
3004 西川　真哉 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾔ 高3

3 山    形 614 菅原　　拓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 613 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高2

618 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高3
615 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳｹﾝ 高2

4 大    阪 2710 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2702 川下　淳太 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾀ 高3

2716 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高2
2713 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高3

5 東    京 1301 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 1305 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

1307 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 高3
1316 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3

6 静    岡 2119 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 2108 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高2

2105 廻立　直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高3
2111 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高2

7 福    島 711 内山　和也 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 710 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 高3

707 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
712 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3

8 香    川 3607 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 3608 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

3609 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
3611 谷口　将太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 高3

9 岩    手 316 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高3
ｲﾜﾃ 高校 313 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

308 関根　　翔 ｾｷﾈ ｼｮｳ 高3
305 高橋　雅史 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 高3
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