
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. 20 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
少年Ａ              大会記録  3:45.68

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 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

3 愛    媛 3810 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高3
ｴﾋﾒ 高校 3804 橋本　渉平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 高3

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

4 兵    庫 2834 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2817 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高3

2816 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
2835 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

5 千    葉 1231 山田　健夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｵ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 1206 大崎　拓朗 ｵｵｻｷ ﾀｸﾛｳ 高3

1216 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高2
1212 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3

6 神 奈 川 1411 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1412 齋藤　勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 高3

1415 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高3
1410 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3

7 熊    本 4301 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高2
ｸﾏﾓﾄ 高校 4305 松枝　孝男 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｵ 高3

4306 曽我　一貴 ｿｶﾞ ｶｽﾞｷ 高3
4302 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 高3

8 栃    木 901 河又　巨樹 ｶﾜﾏﾀ ﾅｵｷ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 917 深野　祐介 ﾌｶﾉ ﾕｳｽｹ 高3

906 増山　智啓 ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高3
916 斎藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 高2

9 山    梨 1509 勝村　正輝 ｶﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 1503 入倉　広大 ｲﾘｸﾗ ｺｳﾀ 高2

1506 桜林　圭太 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高3
1513 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2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 4014 藤野　友哉 ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高2

4013 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高3
4003 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高2

3 北 海 道 104 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 108 宮川　　航 ﾐﾔｶﾜ ﾜﾀﾙ 高3

105 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高2
101 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高3

4 静    岡 2113 鍋田　恭平 ﾅﾍﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2126 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ 高3

2103 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高3
2105 廻立　直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高3

5 東    京 1317 戸村　洋介 ﾄﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1320 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高2

1321 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高3
1322 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高2

6 京    都 2647 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2651 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高2

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

7 群    馬 1025 樋口　裕輔 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 1034 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高3

1020 島田　康徳 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 高3
1008 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3

8 宮    城 419 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 424 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3

405 武川　　隼 ﾀｹｶﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
416 湯村健太郎 ﾕﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

9 岡    山 3314 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 3318 馬場　智大 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3

3315 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高3
3316 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
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3組
1

2 新    潟 1703 駒形　　進 ｺﾏｶﾞﾀ ｽｽﾑ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1701 小林　康人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾄ 高3

1706 竹内　稔貴 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 高3
1720 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高3

3 鹿 児 島 4609 桑代　康平 ｸﾜｼﾛ ｺｳﾍｲ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 4601 酒井　竜矢 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ 高3

4610 立元　大介 ﾀﾁﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 高3
4604 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 高2

4 愛    知 2212 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 高3
ｱｲﾁ 高校 2229 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高2

2233 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高3
2213 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3

5 埼    玉 1104 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1125 田中　建悟 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 高3

1121 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高2
1118 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3

6 大    阪 2727 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2718 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高3

2704 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ 高3
2719 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3

7 広    島 3412 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高3
ﾋﾛｼﾏ 高校 3413 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高2

3402 瀬田　寛人 ｾﾀ ﾋﾛﾄ 高2
3403 林　　秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高2

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 3612 徳田　貴人 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 高3

3601 大松　隼斗 ｵｵﾏﾂ ﾊﾔﾄ 高3
3608 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

9 大    分 4409 栗山進太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 4404 佐藤純一郎 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 高2

4408 貝ケ石　匠 ｶｲｶﾞｲｼ ﾀｸﾐ 高3
4410 穴見　一樹 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｷ 高3
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