
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. 19 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
少年Ｂ              大会記録  3:53.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 石    川 1905 大栄　優人 ｵｵｴ ﾏｻﾄ 高1
ｲｼｶﾜ 1909 新木　芳和 ｱﾗｷ ﾖｼｶｽﾞ 高1

1918 北上　　肇 ｷﾀｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 中3
1916 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 中3

3 岐    阜 2413 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高1
ｷﾞﾌ 2403 出﨑　拓海 ﾃﾞｻｷ ﾀｸﾐ 高1

2418 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 中3
2414 渡邉　良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高1

4 北 海 道 110 菅　　翔太 ｽｶﾞ ｼｮｳﾀ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 114 山川　大地 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 高1

117 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 中3
116 藤川京太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 中3

5 大    阪 2731 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
ｵｵｻｶ 2733 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 中3

2730 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高1
2729 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1

6 愛    知 2224 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 中3
ｱｲﾁ 2235 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高1

2228 長谷川直紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 中3
2237 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1

7 兵    庫 2832 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2823 臼井　理登 ｳｽｲ ﾏｻﾄ 高1

2807 清田　大介 ｾｲﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高1
2809 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 高1

8 山    梨 1512 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 高1
ﾔﾏﾅｼ 1517 西岡　雄仁 ﾆｼｵｶ ﾕｳｼﾞﾝ 高1

1525 西川　竜也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 中3
1521 加藤　倫平 ｶﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 中3

9 高    知 3905 畠山　裕規 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ 高1
ｺｳﾁ 3903 西村　弥剛 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾀｹ 高1

3915 池上　敦司 ｲｹﾉｳｴ ｱﾂｼ 中3
3917 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 大    分 4418 浜崎　元直 ﾊﾏｻｷ ﾓﾄﾅｵ 中3

ｵｵｲﾀ 中学 4417 岩崎栄太郎 ｲﾜｻｷ ｴｲﾀﾛｳ 中3
4419 山崎　雄太 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ 中3
4420 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 中3

2 奈    良 2901 豕瀬　要介 ｲﾉｾ ﾖｳｽｹ 中3
ﾅﾗ 2904 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中3

2906 伊藤　北斗 ｲﾄｳ ﾎｸﾄ 高1
2909 村上ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｪｰﾑｽ 高1

3 福    岡 4042 中村　友栄 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 中3
ﾌｸｵｶ 4041 吉梅　　龍 ﾖｼｳﾒ ﾘｮｳ 中3

4043 江上　卓司 ｴｶﾞﾐ ﾀｶｼ 中3
4020 青木　治学 ｱｵｷ ﾊﾙﾉﾘ 高1

4 新    潟 1719 関谷　和明 ｾｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1727 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高1

1702 野沢　拓矢 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 高1
1712 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1

5 東    京 1335 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1318 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高1

1327 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3
1326 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3

6 埼    玉 1127 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3
ｻｲﾀﾏ 1128 高野　陽平 ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ 中3

1113 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
1123 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1

7 山    形 616 佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 617 熊谷　卓也 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 高1

607 齋藤　宏文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 高1
612 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高1

8 岩    手 309 袴田　五月 ﾊｶﾏﾀﾞ ｻﾂｷ 高1
ｲﾜﾃ 301 久保　郁人 ｸﾎﾞ ﾌﾐﾄ 高1

307 阿部　成仁 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾋﾄ 高1
321 遠藤　大祐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 中3

9 愛    媛 3818 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中3
ｴﾋﾒ 3812 仁尾　憲治 ﾆｵ ｹﾝｼﾞ 高1

3816 沖本凛太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3
3819 増岡　知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 徳    島 3719 阿久根健志 ｱｸﾈ ｹﾝｼﾞ 中3

ﾄｸｼﾏ 3718 峠　　大樹 ﾄｳｹﾞ ﾀｲｷ 中3
3703 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 高1
3714 小川　浩輝 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 高1

2 和 歌 山 3016 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高1
ﾜｶﾔﾏ 高校 3014 岡本　崇敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高1

3015 立石　　亮 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高1
3007 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1

3 静    岡 2120 髙柳　勇太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2107 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高1

2122 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高1
2128 鈴木　詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 中3

4 京    都 2641 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
ｷｮｳﾄ 高校 2629 倉貫　　壮 ｸﾗﾇｷ ｿｳ 高1

2627 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
2616 三宅　英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

5 神 奈 川 1428 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1408 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高1

1407 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高1
1409 乙幡　夏輝 ｵﾂﾊﾀ ﾅﾂｷ 高1

6 千    葉 1210 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高1
ﾁﾊﾞ 1243 大和田卓爾 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 中3

1220 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高1
1215 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高1

7 宮    城 409 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高1
ﾐﾔｷﾞ 430 野口　茂樹 ﾉｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 中3

428 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 中3
417 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高1

8 秋    田 517 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 中3
ｱｷﾀ 501 糸屋　　優 ｲﾄﾔ ﾕｳ 高1

511 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 中3
508 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1

9 岡    山 3325 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高1
ｵｶﾔﾏ 3323 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高1

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
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