
第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No. 10 男子    400m   リレー   予選   6組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:41.35

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 潮　南 635 奥村  進吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 中2
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 633 川端  晃央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ 中2

632 鮒田  佳明 ﾌﾅﾀﾞ ﾖｼｱｷ 中2
634 川端  祥央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾁｵ 中2

4 打　越 1073 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 中3
ｳﾁｺｼ 中学 1075 坂本　貴裕 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 中3

1074 記野希世彦 ｷﾉ ｷﾖﾋｺ 中3
1076 渥美　徹哉 ｱﾂﾐ ﾃﾂﾔ 中2

5 姫路朝日 226 津田　一希 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中3
ｱｻﾋ 中学 219 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中2

224 宇田　真人 ｳﾀﾞ ﾏｺﾄ 中3
225 山下　大輝 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 中3

6 府中市立第一 392 松田  義之 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｼﾕｷ 中2
ﾌﾁｭｳﾀﾞｲｲﾁ 中学 391 小田原直樹 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 中2

390 橘高　昂志 ｷｯﾀｶ ﾀｶｼ 中2
389 佐藤　昭洋 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 中3

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

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

8

9

10

Page: 1/6 Printing: 2006/08/22 9:08:35

加　盟

兵  庫

広  島

東  京

三  重

東  京



第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 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 1227 西田　喜一 ﾆｼﾀﾞ ｷｲﾁ 中2

1228 池之野真史 ｲｹﾉﾉ ﾏｻｼ 中3
1229 井上　隼也 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾔ 中3

3 坂井輪 311 山際　邦亮 ﾔﾏｷﾞﾜ ｸﾆｱｷ 中2
ｻｶｲﾜ 中学 312 保苅　諒兵 ﾎｶﾘ ﾘｮｳﾍｲ 中2

313 近藤　昌智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 中3
310 田辺　龍一 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 中3

4 洛　星 777 大熊　将八 ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾔ 中2
ﾗｸｾｲ 中学 782 高屋　龍生 ﾀｶﾔ ﾘｭｳｾｲ 中1

778 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 中3
780 内田　明宏 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 中2

5 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

6 豊中第十七 89 谷口　大侑 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 中3
ﾄﾖﾅｶｼﾞｭｳﾅﾅ 中学 88 六嶋　　慧 ﾛｸｼﾏ ｹｲ 中3

90 原田　貴明 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｱｷ 中3
91 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 中2

7 大阪田辺 84 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 中3
ﾀﾅﾍﾞ 中学 83 日比野健人 ﾋﾋﾞﾉ ｹﾝﾄ 中3

85 大池　昌裕 ｵｵｲｹ ﾏｻﾋﾛ 中3
1406 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中1

8 両　国 1048 宮川　　廉 ﾐﾔｶﾜ ﾚﾝ 中3
ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1051 根本　寛之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 中2

1049 中村　亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中2
1052 根本　雅之 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 中2

9 高知南 156 田海　祐希 ﾀｳﾐ ﾕｳｷ 中3
ｺｳﾁﾐﾅﾐ 中学 157 細川　夏輝 ﾎｿｶﾜ ﾅﾂｷ 中3

158 坂本　竜也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 中1
155 伊藤　　克 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 春日部武里 1336 中村波里守 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾘｽ 中3

ﾀｹｻﾄ 中学 1339 新井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 中3
1338 松村　　岬 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 中3
1340 森田　亮平 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 中2

2 東福岡自彊館 1009 宮本　拓弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾔ 中3
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 中学 1010 今林　研人 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 中2

1007 東　　一貴 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ 中3
1008 日野　慎哉 ﾋﾉ ｼﾝﾔ 中3

3 佐　野 521 上村　貴大 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 中3
ｻﾉ 中学 525 西野　祥平 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾍｲ 中2

523 田口　一暁 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 中3
522 石田　昌也 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 中3

4 静岡市立豊田 179 山梨　友裕 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾋﾛ 中3
ｼｽﾞﾄﾖ 中学 181 増田　晃司 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中3

178 安斎　竜平 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｭｳﾍｲ 中3
180 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中3

5 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 1004 木立　昇太 ｷﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中2

1003 山口　翔太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中3
1002 加藤　　翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 中3

6 藤岡小野 40 下平　猛斗 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾄ 中3
ﾌｼﾞｵｶｵﾉ 中学 41 小林　大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 中3

43 佐和　千尋 ｻﾜ ﾁﾋﾛ 中2
42 松澤真之介 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 中3

7 春日部中野 1341 浦口　宏俊 ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾄｼ 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

1342 氏原　健祐 ｳｼﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ 中3
1343 糟谷　孝政 ｶｽﾔ ﾀｶﾏｻ 中3

8 小松川三 1053 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中3
ｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝ 中学 1054 北條　貴大 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ 中2

1055 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中2
1056 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 中1

9 日本大学 648 細川　智貴 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｷ 中2
ﾆﾁﾀﾞｲ 中学 647 山本　純大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 中3

649 山本　剛大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 中1
1453 稲葉　　翔 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳ 中3

10 大館市立東 492 越後　智裕 ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ 中2
ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞ 中学 490 沓澤　　脩 ｸﾂｻﾞﾜ ｼｭｳ 中2

491 沓澤　　遼 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中2
489 石田　昂紀 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
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4組
1 大村市立大村 802 久保田友一 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 中2

ｵｵﾑﾗ 中学 801 高取広太郎 ﾀｶﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 中3
803 中村　充利 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 中3
800 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3

2 東新潟 306 土橋　周平 ﾄﾞﾊﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 中3
ﾄｳｼﾝ 中学 309 関矢　正義 ｾｷﾔ ﾏｻﾖｼ 中1

307 奈良　享祐 ﾅﾗ ｷｮｳｽｹ 中1
308 鈴木翔太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 中3

3 館林一 33 松本　泰佑 ﾏﾂﾓﾄﾀｲｽｹ 中3
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾁ 中学 34 山口　雄也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 中3

39 越塚　草太 ｺｼﾂﾞｶｿｳﾀ 中2
32 新川　恭平 ｱﾗｶﾜｷｮｳﾍｲ 中3

4 足立十四 1070 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中3
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 1072 向井　順一 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中1

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

5 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 1307 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 中2

1305 折原　一彰 ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 中3
1308 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 中1

6 燕市立燕 319 山内　宏泰 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾔｽ 中2
ﾂﾊﾞﾒ 中学 322 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 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 川崎市立稲田 676 渋谷　明憲 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾉﾘ 中2
ｲﾅﾀﾞ 中学 677 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 中2

675 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 中3
674 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 中3

8 河内町立田原 582 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中3
ﾀﾜﾗ 中学 583 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中3

584 山田　純平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中3
585 齋藤　　巧 ｻｲﾄｳ ﾀｸ 中2

9 福岡市立百道 961 髙嶋倫太郎 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3
ﾌｸｵｶﾓﾓﾁ 中学 960 濱中　　亨 ﾊﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 中3

963 西園太久磨 ﾆｼｿﾞﾉ ﾀｸﾏ 中2
962 松田　涼甫 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3

10 香取市立佐原 846 平松大貴康 ﾋﾗﾏﾂﾀﾞｲﾀｶﾔｽ 中3
ｻﾜﾗﾘﾂ 中学 855 堀越　優希 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｷ 中2

854 菅谷　允希 ｽｶﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 中2
845 石井　良憲 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 西那須野 594 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 中3

ﾆｼﾅｽﾉ 中学 595 田口健太郎 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 中3
596 渡辺　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 中2
597 渡邉　　崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 中3

2 姫路大白書 217 三木　良太 ﾐｷ ﾘｮｳﾀ 中2
ﾀﾞｲﾊｸｼｮ 中学 222 古淵　義史 ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 中3

218 前田　祐輔 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中2
223 西田　恵太 ﾆｼﾀﾞ ｹｲﾀ 中3

3 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 671 川村　祐三 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｿﾞｳ 中3

669 遊見　俊介 ｽｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 中2
672 下大迫　洸 ｼﾓｵｵｻｺ ﾀｹﾙ 中3

4 岡崎矢作北 933 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 中2
ﾔﾊｷﾞｷﾀ 中学 932 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 中3

936 谷　　隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 中3
931 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 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 飛　幡 990 隈元　孝義 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 中3
ﾄﾋﾞﾊﾀ 中学 992 菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 中3

993 徳永　義昌 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 中3
991 藏園　　惇 ｸﾗｿﾉ ﾏｺﾄ 中3

7 高松市立屋島 1026 島　　　聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中3
ﾔｼﾏ 中学 1028 植田　拓実 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ 中3

1027 浅川　仁志 ｱｻｶﾜ ﾋﾄｼ 中3
1029 三木　寿人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 中3

8 芽室町立芽室 76 竹森    奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 中3
ﾒﾑﾛ 中学 79 小島明日翔 ｵｼﾞﾏ ｱｽｶ 中2

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

9 昭和学院 857 中村　和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中1
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲﾝ 中学 852 廣瀬　充典 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾉﾘ 中2

840 中川翔太郎 ﾅｶｶﾞﾜｼｮｳﾀﾛｳ 中3
858 中井　雄太 ﾅｶｲ ﾕｳﾀ 中1

10 和歌山西浜 47 宮本　大地 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲﾁ 中3
ﾜｶﾔﾏﾆｼﾊﾏ 中学 46 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 中3

48 山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 中3
49 宮本　陽介 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 中3
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第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No. 10 男子    400m   リレー   予選   6組 中学記録  3:36.05
大会記録  3:41.35

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 広島市立安佐 350 赤松　一成 ｱｶﾏﾂ ｲｯｾｲ 中1

ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 348 吉川　直輝 ｷｯｶﾜ ﾅｵｷ 中3
349 浅井  洋仁 ｱｻｲ ﾋﾛﾋﾄ 中3
347 三阪　拓未 ﾐｻｶ ﾀｸﾐ 中3

2 ﾙｰﾃﾙ学院 824 本山　　暉 ﾓﾄﾔﾏ ﾋｶﾙ 中1
ﾙｰﾃﾙ 中学 1462 今田　　優 ｲﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 中1

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

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

1080 清水畑裕亮 ｼﾐｽﾞﾊﾀ ﾕｳｽｹ 中2
1081 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中1

4 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 1059 二見　晋伍 ﾌﾀﾐ ｼﾝｺﾞ 中3

1060 近藤　恭一 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ 中3
1061 柴　　勇太 ｼﾊﾞ ﾕｳﾀ 中2

5 桐蔭学園 660 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3
ﾄｳｲﾝ 中学 661 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 中1

658 小田桐翔一 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 中3
1456 下条慎之介 ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 中2

6 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

7 姫路灘 215 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 中2
ﾋﾒｼﾞﾅﾀﾞ 中学 220 長谷川貴紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 中3

216 源五郎丸将 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾏｻ 中2
221 三浦　正嗣 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 中3

8 鶴岡第一 546 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中3
ﾂﾙｵｶｲﾁ 中学 545 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中3

548 渡部　佳志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼ 中3
547 佐藤　功貴 ｻﾄｳ ｺｳｷ 中3

9 鶴岡第四 534 秋葉　江史 ｱｷﾊﾞ ｺｳｼ 中1
ﾂﾙｵｶﾖﾝ 中学 533 萬年　隆利 ﾏﾝﾈﾝ ﾀｶﾄｼ 中3

532 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 中3
531 本村　貴紀 ﾎﾝﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 中3

10 稚内南 70 塚本  一馬 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 中3
ﾜｯｶﾅｲﾐﾅﾐ 中学 71 佐藤  諒太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中3

69 佐々木  祥 ｻｻｷ ｼｮｳ 中3
68 中川    周 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳ 中3
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