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スタートリスト

競技No.  8 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:52.76
大会記録  4:03.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 東北学院 483 千葉　滉平 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 中3

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 中学 487 大越　　顕 ｵｵｺｼ ｹﾝ 中1
484 佐藤　桂輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 中2
486 日比野大輝 ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 中1

2 長崎市立橘 786 深堀健二郎 ﾌｶﾎﾘ ｹﾝｼﾞﾛｳ 中1
ﾀﾁﾊﾞﾅ 中学 788 近藤　壽暁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 中2

787 犬塚　裕昭 ｲﾇﾂｶ ﾋﾛｱｷ 中3
785 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3

3 大野北 686 河本　祐太 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 中1
ｵｵﾉｷﾀ 中学 685 高橋　大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 中2

683 河本　健太 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝﾀ 中3
684 森　　慶太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 中2

4 岡山市立操南 756 西村　健吾 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 中2
ｿｳﾅﾝ 中学 755 尾崎　俊之 ｵｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ 中2

757 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 中1
754 山本　優作 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 中3

5 芽室町立芽室 79 小島明日翔 ｵｼﾞﾏ ｱｽｶ 中2
ﾒﾑﾛ 中学 77 赤間  大輝 ｱｶﾏ ﾀﾞｲｷ 中3

78 山川  元希 ﾔﾏｶﾜ ｹﾞﾝｷ 中3
76 竹森    奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 中3

6 ﾙｰﾃﾙ学院 825 林　世志輝 ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 中1
ﾙｰﾃﾙ 中学 1462 今田　　優 ｲﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 中1

822 山田　雄輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 中3
823 根岸慎太郎 ﾈｷﾞｼ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

7 松戸市立第一 836 鰀目　紘司 ｴﾉﾒ ｺｳｼﾞ 中3
ﾏﾂﾄﾀﾞｲｲﾁ 中学 849 山口　直人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 中2

837 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中3
838 佐藤翔一郎 ｻﾄｳｼｮｳｲﾁﾛｳ 中3

8 香椎第三 1015 菅　　卓也 ｽｶﾞ ﾀｸﾔ 中1
ｶｼｲﾀﾞｲｻﾝ 中学 1012 佐藤龍之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

1014 北岡　直樹 ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ 中2
1013 野﨑　達也 ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中2

9 郡山第五 567 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 中3
ｺｵﾘﾔﾏｺﾞ 中学 568 磯貝　輝明 ｲｿｶﾞｲ ﾃﾙｱｷ 中3

569 我妻　柊哉 ｱﾂﾞﾏ ﾄｳﾔ 中2
570 千葉　貴大 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3

10 交野第二 102 屋田　一将 ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 中2
ｶﾀﾉﾆ 中学 101 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 中3

99 広瀬　直樹 ﾋﾛｾ ﾅｵｷ 中3
100 立道　良輔 ﾀﾁﾐﾁ ﾘｮｳｽｹ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 両　国 1052 根本　雅之 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 中2

ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1050 鷲尾　友樹 ﾜｼｵ ﾄﾓｷ 中1
1048 宮川　　廉 ﾐﾔｶﾜ ﾚﾝ 中3
1051 根本　寛之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 中2

2 千  歳 1066 岡田　理史 ｵｶﾀﾞ ﾘﾋﾄ 中2
ﾁﾄｾ 中学 1067 杉崎　　嶺 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾚｲ 中3

1065 会津　大地 ｱｲﾂﾞ ﾀﾞｲﾁ 中1
1068 猪瀬　直哉 ｲﾉｾ ﾅｵﾔ 中3

3 佐　野 522 石田　昌也 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 中3
ｻﾉ 中学 524 川崎　郁未 ｶﾜｻｷ ｲｸﾐ 中2

523 田口　一暁 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 中3
521 上村　貴大 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 中3

4 春日部中野 1342 氏原　健祐 ｳｼﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ 中3
ｶｽｶﾍﾞﾅｶﾉ 中学 1344 畑生　高紀 ﾊﾀﾌﾞ ﾀｶﾉﾘ 中3

1343 糟谷　孝政 ｶｽﾔ ﾀｶﾏｻ 中3
1341 浦口　宏俊 ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾄｼ 中3

5 藤沢市立片瀬 679 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 中2
ﾌｼﾞｻﾜｶﾀｾ 中学 680 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 中2

681 沖本　悠暉 ｵｷﾓﾄ ﾕｳｷ 中1
678 今津　雄貴 ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 中2

6 青葉台 654 神保　洸明 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾂｱｷ 中3
ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 中学 653 中村　　駿 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 中3

655 荒木　雄至 ｱﾗｷ ﾕｳｼ 中2
656 富内　　檀 ﾄﾐｳﾁ ﾀﾞﾝ 中1

7 大村市立大村 800 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3
ｵｵﾑﾗ 中学 801 高取広太郎 ﾀｶﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 中3

802 久保田友一 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 中2
803 中村　充利 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 中3

8 宮之城 1226 井手之上裕貴 ｲﾃﾞﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 中3
ﾐﾔﾉｼﾞｮｳ 中学 1230 吉村　直人 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 中3

1228 池之野真史 ｲｹﾉﾉ ﾏｻｼ 中3
1227 西田　喜一 ﾆｼﾀﾞ ｷｲﾁ 中2

9 山形市立第三 551 山本　和幸 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀｻﾝ 中学 552 石澤　大行 ｲｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 中3

553 須貝　　敦 ｽｶﾞｲ ｱﾂｼ 中3
554 大木　淳嗣 ｵｵｷ ｱﾂｼ 中2

10 関大一 96 平井　優希 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 中3
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 93 林　　大貴 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 中3

94 中村　俊亮 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
95 仲埜　成雄 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ 中3
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3組
1 洛　星 778 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 中3

ﾗｸｾｲ 中学 781 住吉　鷹聿 ｽﾐﾖｼ ﾀｶｲﾂ 中1
779 田中　勇気 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中3
777 大熊　将八 ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾔ 中2

2 山　王 694 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中3
ｲｾﾊﾗｻﾝﾉｳ 中学 695 千木良　優 ﾁｷﾞﾗ ﾕｳ 中3

696 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中3
693 安彦　　直 ｱﾋﾞｺ ﾅｵ 中3

3 河内町立田原 585 齋藤　　巧 ｻｲﾄｳ ﾀｸ 中2
ﾀﾜﾗ 中学 583 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中3

582 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中3
584 山田　純平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中3

4 姫路灘 215 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 中2
ﾋﾒｼﾞﾅﾀﾞ 中学 216 源五郎丸将 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾏｻ 中2

220 長谷川貴紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 中3
221 三浦　正嗣 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 中3

5 神戸友が丘 198 土井　大輔 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 中3
ﾄﾓｶﾞｵｶ 中学 197 先濱　　健 ｻｷﾊﾏ ﾀｹｼ 中3

195 先濱　　朗 ｻｷﾊﾏ ｱｷﾗ 中2
196 宮本　直弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 中2

6 姫路朝日 224 宇田　真人 ｳﾀﾞ ﾏｺﾄ 中3
ｱｻﾋ 中学 228 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 中1

226 津田　一希 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中3
219 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中2

7 水　口 299 丸山　雄介 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｽｹ 中3
ﾐﾅｸﾁ 中学 300 和智　悠二 ﾜﾁﾕｳｼﾞ 中3

297 松井　翔吾 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 中2
298 山本　幸輝 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 中3

8 八潮八幡 1329 黒石　　海 ｸﾛｲｼ ｶｲ 中3
ﾔｼｵﾔﾜﾀ 中学 1330 峯岸　怜平 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 中3

1333 大越　一樹 ｵｵｺｼ ｶｽﾞｷ 中2
1334 長倉　智史 ﾅｶﾞｸﾗ ｻﾄｼ 中1

9 館林一 39 越塚　草太 ｺｼﾂﾞｶｿｳﾀ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾁ 中学 33 松本　泰佑 ﾏﾂﾓﾄﾀｲｽｹ 中3

32 新川　恭平 ｱﾗｶﾜｷｮｳﾍｲ 中3
34 山口　雄也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 中3

10 久留米市諏訪 1005 原田　　克 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 中1
ﾌｸｵｶ･ｽﾜ 中学 1003 山口　翔太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中3

1004 木立　昇太 ｷﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中2
1002 加藤　　翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 中3
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4組
1 伊勢崎四 27 五十嵐研治 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 中1

ｲｾｻｷﾖﾝ 中学 31 茂木　貴之 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾕｷ 中3
28 比嘉　凌太 ﾋｶﾞ ﾘｮｳﾀ 中2
29 小此木建人 ｵｺﾉｷﾞ ｹﾝﾄ 中3

2 足立十四 1072 向井　順一 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中1
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 1071 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 中2

1069 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中3
1070 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中3

3 広島市立安佐 348 吉川　直輝 ｷｯｶﾜ ﾅｵｷ 中3
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 347 三阪　拓未 ﾐｻｶ ﾀｸﾐ 中3

1444 伊佐治　淳 ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ 中1
349 浅井  洋仁 ｱｻｲ ﾋﾛﾋﾄ 中3

4 飛　幡 992 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 中3
ﾄﾋﾞﾊﾀ 中学 991 藏園　　惇 ｸﾗｿﾉ ﾏｺﾄ 中3

990 隈元　孝義 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 中3
993 徳永　義昌 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 中3

5 桐蔭学園 661 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 中1
ﾄｳｴﾝ 中学 659 嘉山　元気 ｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 中3

662 天神　　翼 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ 中1
660 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3

6 岡崎矢作北 934 石井  一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 中2
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 936 谷　　隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 中3

935 内藤  久善 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾖｼ 中3
931 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3

7 高知南 155 伊藤　　克 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 中3
ｺｳﾁﾐﾅﾐ 中学 157 細川　夏輝 ﾎｿｶﾜ ﾅﾂｷ 中3

156 田海　祐希 ﾀｳﾐ ﾕｳｷ 中3
158 坂本　竜也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 中1

8 さいたま植竹 1253 稲冨　一輝 ｲﾅﾄﾐ ｶｽﾞｷ 中1
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 1250 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中3

1251 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中3
1252 野中　隆正 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 中1

9 高松市立屋島 1026 島　　　聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中3
ﾔｼﾏ 中学 1029 三木　寿人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 中3

1027 浅川　仁志 ｱｻｶﾜ ﾋﾄｼ 中3
1028 植田　拓実 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ 中3

10 越谷市立栄進 1306 川上雄司郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 中2
ｴｲｼﾝ 中学 1305 折原　一彰 ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 中3

1307 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 中2
1308 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 中1
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5組
1 本荘北 495 畑山　貴大 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 中3

ﾎﾝｼﾞｮｳｷﾀ 中学 496 福川　　将 ﾌｸｶﾜ ﾏｻｼ 中3
493 田口　　峻 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ 中3
494 鈴木　　海 ｽｽﾞｷ ｶｲ 中3

2 川崎市立向丘 670 矢澤　隼人 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 中2
ﾑｶｲｶﾞｵｶ 中学 669 遊見　俊介 ｽｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 中2

671 川村　祐三 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｿﾞｳ 中3
672 下大迫　洸 ｼﾓｵｵｻｺ ﾀｹﾙ 中3

3 練馬区立田柄 1078 高橋　知臣 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 中3
ﾈﾘﾏﾀｶﾞﾗ 中学 1079 高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 中3

1077 野田　晴斗 ﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中3
1081 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中1

4 北本市立北本 1272 徳　拳志朗 ﾄｸ ｹﾝｼﾛｳ 中3
ｷﾀﾓﾄ 中学 1270 毛利　一仁 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾄ 中3

1271 加藤　嗣未 ｶﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 中3
1273 篠木　宏典 ｼﾉｷ ｺｳｽｹ 中3

5 川崎市立稲田 677 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 中2
ｲﾅﾀﾞ 中学 675 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 中3

673 落合　勇人 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 中3
674 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 中3

6 燕市立燕 322 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中3
ﾂﾊﾞﾒ 中学 320 熊倉　一哲 ｸﾏｸﾗ ｲｯﾃﾂ 中3

321 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
323 藤田　雄也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 中3

7 日大豊山 1062 清水　大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝ 中学 1063 布施　清平 ﾌｾ ｷﾖﾋﾗ 中3

1064 鈴木　佑輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 中2
1059 二見　晋伍 ﾌﾀﾐ ｼﾝｺﾞ 中3

8 流山市立南部 843 中　　賀史 ﾅｶ ﾖｼﾌﾐ 中3
ﾁﾊﾞﾘｭｳﾅﾝ 中学 842 本田　裕樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 中3

844 河野　大地 ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 中3
853 久保園　修 ｸﾎﾞｿﾞﾉ ｼｭｳ 中2

9 淑徳巣鴨 1084 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 1087 西平　龍生 ﾆｼﾋﾗ ﾘｭｳｷ 中1

1085 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2
1086 平田　康晃 ﾋﾗﾀ ﾔｽｱｷ 中2

10 小松川三 1057 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 中1
ｺﾏﾂｶﾞﾜ3 中学 1055 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中2

1053 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中3
1056 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 中1
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