
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. 21 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
30歳以上            大会記録  1:46.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 奈    良 2924 竹島　　亨 ﾀｹｼﾏ ﾘｮｳ
ﾅﾗ 2925 東口　憲治 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

2926 平井　隆誠 ﾋﾗｲ ﾀｶｾｲ
2927 若吉　浩二 ﾜｶﾖｼ ｺｳｼﾞ

3 大    阪 2709 内堀　晴則 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾉﾘ
ｵｵｻｶ 2701 平川　隆司 ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

2736 中野　智啓 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ
2732 森本　　一 ﾓﾘﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

4 長    野 1620 杉浦　直樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵｷ
ﾅｶﾞﾉ 1621 今井　俊哉 ｲﾏｲ ｼｭﾝﾔ

1622 三浦　　弘 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ
1619 徳永　　啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ

5 静    岡 2132 菊地　昌弘 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ
ｼｽﾞｵｶ 2125 鈴木　淳矢 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

2133 中谷　弘幸 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
2135 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

6 兵    庫 2839 株元　大介 ｶﾌﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
ﾋｮｳｺﾞ 2815 上垣　　匠 ｳｴｶﾞｷ ﾀｸﾐ

2802 池田　正輝 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ
2836 三枝　正平 ﾐｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

7 滋    賀 2510 北野　　充 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ
ｼｶﾞ 2514 荒居　　誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ

2513 瀬尾　純一 ｾｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ
2509 弓坂　則行 ﾕﾐｻｶ ﾉﾘﾕｷ

8 宮    崎 4508 高倉　玄太 ﾀｶｸﾗ ｹﾞﾝﾀ
ﾐﾔｻﾞｷ 4503 川崎　真琴 ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ

4501 鈴木　康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ
4507 甲斐　文雄 ｶｲ ﾌﾐｵ

9 鳥    取 3117 南　　英治 ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ
ﾄｯﾄﾘ 3118 末次　　勝 ｽｴﾂｸﾞ ﾏｻﾙ

3101 本田　義志 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
3103 垣田　英紀 ｶｷﾀ ﾋﾃﾞｷ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 香    川 3624 高田修一郎 ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
ｶｶﾞﾜ 3625 伊達　和昌 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾏｻ

3626 安田　直由 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
3623 谷口　裕和 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ

3 三    重 2312 高井　　淳 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝ
ﾐｴ 2313 寺本　圭輔 ﾃﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ

2314 水谷　研史 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼ
2311 赤﨑　俊一 ｱｶｻｷ ｼｭﾝｲﾁ

4 千    葉 1247 木原稟太郎 ｷﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
ﾁﾊﾞ 1246 小森　康弘 ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

1240 宇佐見政勝 ｳｻﾐ ﾏｻｶﾂ
1221 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

5 茨    城 817 梶田　耕生 ｶｼﾞﾀ ｺｳｾｲ
ｲﾊﾞﾗｷ 816 高橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

815 団野　　健 ﾀﾞﾝﾉ ﾀｹｼ
813 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

6 愛    知 2219 中原　良仁 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ
ｱｲﾁ 2220 林　　　享 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ

2218 川庄　健一 ｶﾜｼｮｳ ｹﾝｲﾁ
2214 岩村　憲治 ｲﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

7 愛    媛 3824 東　　修二 ｱｽﾞﾏ ｼｭｳｲｼﾞ
ｴﾋﾒ 3825 渡邊　　靖 ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾔｽｼ

3823 白石　茂雄 ｼﾗｲｼ ｼｹﾞｵ
3826 渡邊　武彦 ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾀｹﾋｺ

8 鹿 児 島 4617 岩元　祥人 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾄ
ｶｺﾞｼﾏ 4625 中村　和寛 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

4618 前田　　明 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ
4619 福満　吉文 ﾌｸﾐﾂ ﾖｼﾌﾐ

9 宮    城 431 石田　伸彦 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ
ﾐﾔｷﾞ 432 藤田　　仁 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ

434 千葉　典史 ﾁﾊﾞ ﾉﾘﾌﾐ
433 佐藤　正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 新    潟 1749 関口　和史 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾌﾐ
ﾆｲｶﾞﾀ 1750 松川　徹也 ﾏﾂｶﾜ ﾃﾂﾔ

1735 稲葉　　毅 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ
1748 白田　達明 ｼﾗﾀ ﾀﾂｱｷ

3 岐    阜 2406 糸井　　紀 ｲﾄｲ ｵｻﾑ
ｷﾞﾌ 2410 久貝　　均 ｸｶﾞｲ ﾋｻｼ

2402 糸井　　統 ｲﾄｲ ﾊｼﾞﾒ
2412 寺井　　聡 ﾃﾗｲ ｻﾄｼ

4 東    京 1339 三井　　剛 ﾐﾂｲ ﾀｹｼ
ﾄｳｷｮｳ 1336 森田竜太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1333 野村　英司 ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ
1337 毛利　　厚 ﾓｳﾘ ｱﾂｼ

5 神 奈 川 1434 矢部　　毅 ﾔﾍﾞ ﾂﾖｼ
ｶﾅｶﾞﾜ 1433 東郷　英章 ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ

1435 遠藤　牧夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｵ
1436 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

6 広    島 3418 小嶺　英司 ｺﾐﾈ ｴｲｼﾞ
ﾋﾛｼﾏ 3419 津村　栄太 ﾂﾑﾗ ｴｲﾀ

3415 仁井村　要 ﾆｲﾑﾗ ｶﾈﾒ
3414 今井　　俊 ｲﾏｲ ﾀｶｼ

7 熊    本 4310 信夫　利之 ｼﾉﾌﾞ ﾄｼﾕｷ
ｸﾏﾓﾄ 4308 水野　顕誓 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｾｲ

4307 山内　賢治 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ
4309 坂梨　剛昭 ｻｶﾅｼ ﾖｼｱｷ

8 岡    山 3302 山下　紀一 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｶｽﾞ
ｵｶﾔﾏ 3303 岡田　良平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

3304 戸田　倫弘 ﾄﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ
3301 橋本　貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

9 和 歌 山 3028 中村　裕和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ
ﾜｶﾔﾏ 3021 中尾　健一 ﾅｶｵ ｹﾝｲﾁ

3022 高木  宏彰 ﾀｶｷﾞﾋﾛｼｱｷ
3027 前山　大吉 ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ
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