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スタートリスト

競技No. 14 男子    400m   リレー   決勝   1組 高校記録  3:23.84
大会記録  3:26.67

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 市立船橋 1637 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高3  3:34.84

ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 1634 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高2
1635 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2
1633 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

2 桐光学園 1445 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高3  3:34.03
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴﾝ 高校 1443 鹿志村公大 ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 高1

1446 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3
1442 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3

3 日大豊山 1296 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3  3:33.58
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 1293 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高3

1288 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高2
1289 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1

4 湘南工大附 1354 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2  3:32.99
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1370 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3

1356 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 高2
1363 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2

5 豊川 487 柳    雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2  3:31.74
ﾄﾖｶﾜ 高校 492 田中  直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1

490 北村    渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2
478 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

6 近畿大附 670 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2  3:32.48
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 673 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1

672 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高2
669 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

7 淑徳巣鴨 1308 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1  3:33.33
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校 1314 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 高1

1315 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1
1311 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

8 太成学院大高 644 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3  3:33.96
ﾀｲｾｲ 高校 639 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

640 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3
645 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3

9 春日部共栄 1531 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2  3:34.72
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1538 野中　翔太 ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 高1

1529 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 高1
1514 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3

10 八王子 1245 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高3  3:34.86
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 1242 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高3

1247 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3
1246 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3
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