
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. 48 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
成年                大会記録  3:44.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 東    京 1342 中野　　高 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大3
ﾄｳｷｮｳ 1340 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1346 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 大3
1344 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2

3 福    岡 4036 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大1
ﾌｸｵｶ 大学 4031 岡崎晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 大1

4039 大庭　浩太 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ 大2
4034 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大1

4 埼    玉 1133 梶山　貴洋 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大3
ｻｲﾀﾏ 1102 木村　太輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1141 関口　泰昭 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 大2
1142 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大2

5 京    都 2612 高橋　　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 大2
ｷｮｳﾄ 2634 中川　陽平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 大3

2607 橋爪　忠久 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ
2632 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 大4

6 山    形 629 渡邉　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 大4
ﾔﾏｶﾞﾀ 大学 632 水田　岳彦 ﾐｽﾞﾀ ﾀｹﾋｺ 大4

628 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 大3
633 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 大4

7 新    潟 1743 阿部　裕樹 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 大4
ﾆｲｶﾞﾀ 1744 永井　拓也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ 大2

1747 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
1742 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大2

8 福    井 2016 村田　寛忠 ﾑﾗﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大4
ﾌｸｲ 大学 2015 松濱　　慶 ﾏﾂﾊﾏ ｹｲ 大4

2014 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大3
2019 中島　康裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 徳    島 3723 金沢　健司 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大1
ﾄｸｼﾏ 3725 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

3724 石川　仁志 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 大1
3722 木内　啓太 ｷｳﾁ ｹｲﾀ 大4

3 岡    山 3305 山野井健太 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ
ｵｶﾔﾏ 3307 石原　智之 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

3311 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大2
3306 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ

4 鹿 児 島 4622 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大4
ｶｺﾞｼﾏ 大学 4624 川越　大樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｲｷ 大4

4623 武田　紘平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大2
4621 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 大3

5 大    阪 2746 染原健次郎 ｿﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大2
ｵｵｻｶ 大学 2744 川久保昭秀 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 大4

2743 管原　吉寛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 大3
2739 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大2

6 宮    城 439 森田　智己 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3
ﾐﾔｷﾞ 大学 436 滝田　陽至 ﾀｷﾀ ﾊﾙﾐﾁ 大2

437 青木　　健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 大3
444 高橋　正繁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼｹﾞ 大2

7 群    馬 1038 月田　康之 ﾂｷﾀ ﾔｽﾕｷ 大4
ｸﾞﾝﾏ 1032 清水　岳人 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ 大4

1016 吉井　正和 ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 大2
1004 清水　昭宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ

8 山    口 3518 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 大3
ﾔﾏｸﾞﾁ 大学 3517 森永　友貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｷ 大2

3511 田中　　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 大4
3520 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 大1

9

Page: 2/3 Printing: 2005/09/12 9:24:59



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. 48 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
成年                大会記録  3:44.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 和 歌 山 3031 木村  峻大 ｷﾑﾗﾀｶﾋﾛ 大4
ﾜｶﾔﾏ 3020 山本喜一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ

3023 片岡　祥和 ｶﾀｵｶ ﾖｼｶｽﾞ
3033 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大3

3 静    岡 2143 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 大1
ｼｽﾞｵｶ 大学 2137 角川　隆明 ﾂﾉｶﾜ ﾀｶｱｷ 大1

2141 横山　悠生 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大3
2139 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大3

4 愛    知 2241 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
ｱｲﾁ 2243 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 大4

2245 坂田　龍亮 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 大2
2201 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ

5 神 奈 川 1449 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 大1
ｶﾅｶﾞﾜ 1437 今村　元気 ｲﾏﾑﾗ ｹﾞﾝｷ

1401 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ
1446 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大2

6 兵    庫 2841 青木　英明 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 2843 崎本　浩成 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 大1

2842 岸本　太一 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 大3
2801 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

7 熊    本 4314 山田　沙樹 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾂｷ 大3
ｸﾏﾓﾄ 大学 4313 入江　　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 大3

4315 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 大3
4312 村崎　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ 大2

8 長    野 1624 宮坂　貴之 ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾕｷ
ﾅｶﾞﾉ 1615 天満　　宏 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｼ

1625 塚田　将吾 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大3
1602 伊原　裕貴 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ
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