
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. 26 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
混合                大会記録  1:32.94

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 福    井 2004 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 高2
ﾌｸｲ 2020 六車　　亘 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾜﾀﾙ 大3

2007 田代　純也 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
2013 佐久間祐介 ｻｸﾏ ﾕｳｽｹ

3 宮    城 418 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2
ﾐﾔｷﾞ 439 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3

433 佐藤　正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ
401 早坂　一希 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 高1

4 福    島 715 生田目勝稔 ﾅﾏﾀﾒ ｶﾂﾉﾘ 中3
ﾌｸｼﾏ 718 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大3

714 三浦　俊樹 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ
712 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3

5 京    都 2636 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大2
ｷｮｳﾄ 2622 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3

2619 山川　一彦 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ
2616 三宅　英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

6 茨    城 810 若林　　瑞 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
ｲﾊﾞﾗｷ 826 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高1

804 堀井　隆太 ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ 高2
813 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

7 愛    知 2215 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ
ｱｲﾁ 2213 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3

2218 川庄　健一 ｶﾜｼｮｳ ｹﾝｲﾁ
2204 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中3

8 和 歌 山 3033 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大3
ﾜｶﾔﾏ 3004 西川　真哉 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾔ 高3

3007 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1
3027 前山　大吉 ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 滋    賀 2505 門坂　　誠 ｶﾄﾞｻｶ ﾏｺﾄ
ｼｶﾞ 2512 﨑村　　亘 ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 中3

2510 北野　　充 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ
2506 桑本　貴隆 ｸﾜﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 高3

3 福    岡 4034 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大1
ﾌｸｵｶ 4020 青木　治学 ｱｵｷ ﾊﾙﾉﾘ 高1

4030 大野　　元 ｵｵﾉ ﾊｼﾞﾒ
4003 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高2

4 新    潟 1703 駒形　　進 ｺﾏｶﾞﾀ ｽｽﾑ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 1747 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1748 白田　達明 ｼﾗﾀ ﾀﾂｱｷ
1712 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1

5 東    京 1344 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2
ﾄｳｷｮｳ 1316 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3

1323 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1
1337 毛利　　厚 ﾓｳﾘ ｱﾂｼ

6 大    阪 2719 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3
ｵｵｻｶ 2729 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1

2732 森本　　一 ﾓﾘﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ
2738 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ

7 熊    本 棄権
ｸﾏﾓﾄ

8 山    口 3512 中村　　豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 中3
ﾔﾏｸﾞﾁ 3514 藤井　雅之 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾕｷ

3507 黒川　裕貴 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｷ 高3
3517 森永　友貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｷ 大2
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3組
1

2 岡    山 3306 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ
ｵｶﾔﾏ 3327 山村　和久 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 高1

3321 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高2
3301 橋本　貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

3 千    葉 1238 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大1
ﾁﾊﾞ 1221 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

1236 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 中3
1216 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高2

4 神 奈 川 1441 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 1415 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高3

1409 乙幡　夏輝 ｵﾂﾊﾀ ﾅﾂｷ 高1
1436 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

5 埼    玉 1106 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
ｻｲﾀﾏ 1122 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 高1

1103 川端　宏治 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ
1137 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

6 長    野 1607 望月　僚将 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 高1
ﾅｶﾞﾉ 1610 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高2

1602 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ
1622 三浦　　弘 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ

7 兵    庫 2836 三枝　正平 ﾐｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ
ﾋｮｳｺﾞ 2835 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

2823 臼井　理登 ｳｽｲ ﾏｻﾄ 高1
2803 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

8 宮    崎 4510 松田　丈志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 大3
ﾐﾔｻﾞｷ 4505 中尾　陵将 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 中3

4507 甲斐　文雄 ｶｲ ﾌﾐｵ
4502 黒木　貴之 ｸﾛｷﾞ ﾀｶﾕｷ 高2

9 静    岡 2146 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 大3
ｼｽﾞｵｶ 2122 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高1

2104 井土　清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 高3
2135 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
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