
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. 54 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
成年                大会記録  1:31.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 和 歌 山 3032 上野山  優 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳ 大1
ﾜｶﾔﾏ 3033 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大3

3026 榎本　潤一 ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ
3029 中尾　幸平 ﾅｶｵ ｺｳﾍｲ

4 山    形 633 粟野　　道 ｱﾜﾉ ﾄｵﾙ 大4
ﾔﾏｶﾞﾀ 大学 634 中村　陽平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 大4

628 庄司　有太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 大3
629 渡邉　直幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 大4

5 大    阪 2738 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ
ｵｵｻｶ 2739 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大2

2742 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大2
2747 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大4

6 茨    城 829 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 810 若林　　瑞 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

814 原　　三裕 ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ
828 佐々木　俊 ｻｻｷ ｽｸﾞﾙ 大3

7 福    岡 4035 福田　久志 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 大4
ﾌｸｵｶ 大学 4039 大庭　浩太 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ 大2

4031 岡崎晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 大1
4034 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 大1

8 静    岡 2146 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 大3
ｼｽﾞｵｶ 2134 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ

2140 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大2
2139 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大3
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2組
1

2

3 福    井 2014 久我　　弘 ｸｶﾞ ﾋﾛｼ 大3
ﾌｸｲ 大学 2016 村田　寛忠 ﾑﾗﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大4

2020 六車　　亘 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾜﾀﾙ 大3
2019 中島　康裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 大4

4 愛    知 2215 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ
ｱｲﾁ 2201 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ

2249 大西　悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 大3
2239 石井　健太 ｲｼｲ ｹﾝﾀ

5 埼    玉 1142 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大2
ｻｲﾀﾏ 1140 島村　真悟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大4

1133 梶山　貴洋 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大3
1137 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

6 兵    庫 2845 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2801 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

2837 竹内　秀夫 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ
2803 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

7 岡    山 3306 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ
ｵｶﾔﾏ 3313 三木　　浩 ﾐｷ ﾋﾛｼ 大2

3311 杉本宗太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 大2
3308 伊藤　俊介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

8 高    知 3907 堤　　知之 ﾂﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ
ｺｳﾁ 3921 藤澤　佳伸 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

3918 稲田　康宏 ｲﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
3922 中村　真司 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
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3組
1

2 東    京 1344 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2
ﾄｳｷｮｳ 大学 1345 佐野　秀匡 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾏｻ 大3

1346 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 大3
1348 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 大1

3 山    口 3520 永久　晴貴 ﾅｶﾞﾋｻ ﾊﾙｷ 大1
ﾔﾏｸﾞﾁ 大学 3511 田中　　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 大4

3518 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 大3
3517 森永　友貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｷ 大2

4 新    潟 1745 高井祐太朗 ﾀｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 大4
ﾆｲｶﾞﾀ 1747 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1746 早川　英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 大3
1742 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大2

5 神 奈 川 1446 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 1444 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 大2

1448 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 大1
1441 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 大2

6 京    都 2636 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大2
ｷｮｳﾄ 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
2602 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ 大4

7 石    川 1926 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大3
ｲｼｶﾜ 1919 小﨑　順平 ｺｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2

1915 堀川　卓志 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ
1920 浜上　洋平 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 大2

8 滋    賀 2517 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 大2
ｼｶﾞ 2516 前田　博信 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 大4

2505 門坂　　誠 ｶﾄﾞｻｶ ﾏｺﾄ
2515 澤　　武志 ｻﾜ ﾀｹｼ 大4
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