
平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:47.50

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 札幌山の手 16 小川　祥平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 高2
ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃ 高校 17 杉森　公一 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｳｲﾁ 高2

18 日良　泰徳 ﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ 高1
15 小林　佳太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高3

3 今治西 969 南條正二郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳｼﾞ 高2
ｲﾏﾊﾞﾘﾆｼ 高校 968 南條　雅文 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 高3

971 澤田　一馬 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 高2
967 丹下　　直 ﾀﾝｹﾞ ﾅｵ 高2

4 日大山形 152 斉藤賢太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶﾞﾀ 高校 155 小野　　修 ｵﾉ ｵｻﾑ 高1

151 斎藤　宏文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 高2
153 大類　　渉 ｵｵﾙｲ ﾜﾀﾙ 高3

5 名古屋 424 寺本  翔平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳｺｳ 高校 417 桜井  孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高3

425 横山  大地 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 高1
419 近藤  大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高3

6 金沢 226 大栄　優人 ｵｵｴ ﾏｻﾄ 高2
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 227 池谷公士郎 ｲｹﾔ ｺｳｼﾛｳ 高3

231 北上　　肇 ｷﾀｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 高1
229 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高1

7 美作 870 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
ﾐﾏｻｶ 高校 869 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高2

867 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高3
868 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高3

8 北見柏陽 35 水戸　隆裕 ﾐﾄ ﾀｶﾋﾛ 高3
ｷﾀﾐﾊｸﾖｳ 高校 36 小林　裕輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高3

37 水野　一輝 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 高2
38 水谷健一郎 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高1
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:45.27
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 那覇西 1112 堀川　　大 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾞｲ 高2
ﾅﾊﾆｼｺｳｺｳ 高校 1110 仲本　恭悠 ﾅｶﾓﾄ ﾁｶﾋﾛ 高3

1111 大嶺秀太郎 ｵｵﾐﾈ ｼｭｳﾀﾛｳ 高2
1109 上里　　準 ｳｴｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝ 高3

3 埼玉栄 1595 福井　大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 1592 長谷川雄基 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高3

1584 小野　公裕 ｵﾉ ｷﾐﾋﾛ 高3
1582 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高3

4 桃山学院 795 今別府俊成 ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾄｼﾅﾘ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 高校 631 東野　圭祐 ﾄｳﾉ ｹｲｽｹ 高3

630 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高3
768 井上　裕士 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 高3

5 狭山ヶ丘 1553 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 1549 朝倉　　亮 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ 高3

1541 奥井　基公 ｵｸｲ ﾓﾄﾋﾛ 高2
1544 橘　敬一朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

6 土佐塾 1026 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高2
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1023 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高3

1024 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高3
1027 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高1

7 愛産大三河 472 中嶋  一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 高2
ｱｲｻﾝﾀﾞｲﾐｶﾜ 高校 470 星    裕樹 ﾎｼ ﾕｳｷ 高3

473 中沢  駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 高1
471 角谷  晋作 ｽﾐﾔ ｼﾝｻｸ 高2

8 桜宮 759 吉川　公太 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ 高3
ｻｸﾗﾉﾐﾔ 高校 758 安江　祐輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ 高3

601 坂本　雄哉 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 高3
600 大西かなめ ｵｵﾆｼ ｶﾅﾒ 高3
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競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:45.27
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 佐賀学園 1168 中村　友栄 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 高1

ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1163 吉梅　　龍 ﾖｼｳﾒ ﾘｮｳ 高1
1170 廣村　駿幸 ﾋﾛﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 高1
1167 前田　雄仁 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 高3

2 川崎橘 1463 八ツ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高3
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 1454 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

1462 渡邊　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 高3
1452 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高3

3 中越 291 桐生　隆幸 ｷﾘｭｳ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 293 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高2

294 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 高3
292 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高3

4 関西 882 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
ｶﾝｾﾞｲ 高校 879 山村　和久 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 高2

883 吉岡　　駿 ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ 高1
878 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

5 天理 735 桶谷　佳孝 ｵｹﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 高1
ﾃﾝﾘ 高校 734 篠原　大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 高2

733 西梶　剛弘 ﾆｼｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3
732 吉川　堅一 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 高3

6 北陸大谷 236 森　　隆宏 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 233 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 高3

235 森　　勇輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高3
237 竹内　健悟 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ 高3

7 東海大浦安 1673 小林　翔易 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 高2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 高校 1676 前田　耕平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高2

1678 田中　啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 高3
1679 内山　皓太 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀ 高3

8 日大東北 181 金成　大樹 ｶﾅﾘ ﾋﾛｷ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾄｳﾎｸ 高校 182 佐野　久典 ｻﾉ ﾋｻﾉﾘ 高2

184 水野　雅友 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄﾓ 高3
185 生田目勝稔 ﾅﾏﾀﾒ ｶﾂﾄｼ 高1

9 尚志学園 3 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高3
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 2 川村　洋貴 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ 高3

4 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高3
6 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高3

10 県和歌山商業 755 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高2
ｹﾝﾜｼｮｳ 高校 756 岡本　崇敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2

754 立石　　亮 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高2
753 松原　将太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 旭丘 455 山川  大輝 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高1

ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 451 播磨  勇人 ﾊﾘﾏ ﾊﾔﾄ 高3
453 岩田  康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高3
452 片浦  聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高3

2 秋田商業 147 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1
ｱｷﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 145 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高2

148 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1
146 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高2

3 長野日大高 300 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 高校 301 市川　諒太 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高2

303 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
302 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高3

4 鹿児島実業 1119 寺園　翔平 ﾃﾗｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 高3
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1121 栫　　雅俊 ｶｺｲﾏ ｻﾄｼ 高2

1118 柳鶴　教皇 ﾔﾅｷﾞﾂﾞﾙ ｷｮｳｺ 高3
1120 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高3

5 多度津工業 993 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞｮｳ 高校 996 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

994 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3
995 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3

6 日大三島 346 越村修太郎 ｺｼﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 347 竹森  悠介 ﾀｹﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高2

343 石原  範人 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘﾋﾄ 高3
345 岡村  賢人 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 高3

7 東福岡 1098 中村慎太郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 1097 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 高2

1099 山中　将義 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾖｼ 高3
1094 宮地　芳昌 ﾐﾔﾁ ﾖｼﾏｻ 高1

8 愛工大名電 459 松倉  圭佑 ﾏﾂｸﾗ ｹｲｽｹ 高2
ｱｲｺｳﾀﾞｲﾒｲﾃﾞﾝ 高校 463 野村  卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2

462 中島  舞人 ﾅｶｼﾏ ﾏｲﾄ 高2
457 下村    章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高3

9 武蔵野 1262 生方　恭平 ｳﾌﾞｶﾀ ｷｮｳﾍｲ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 1267 福本　　健 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹｼ 高2

1265 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 高1
1261 小林　一広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 高2

10 啓光学園 772 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高2
ｹｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 高校 665 木村　　拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ 高2

666 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1
667 増居　智大 ﾏｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 佐賀商業 1158 宮島総一朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 1161 松本　真幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高3
1160 松尾　昇平 ﾏﾂｵ ｼｮｳﾍｲ 高3
1159 坂本　章記 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 高1

2 市川 702 木島　　翼 ｷｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 701 日下部克典 ｸｻｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ 高3

706 和田　泰仁 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 高2
703 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高3

3 市立沼田 905 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 903 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高3

908 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 高1
906 中本　宗志 ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ 高2

4 武南 1605 桜井　裕輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 1604 斉藤　有史 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 高3

1597 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
1613 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高3

5 市立船橋 1630 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高2
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 1643 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 高1

1637 森　龍之介 ﾓﾘ ﾀﾂﾉｽｹ 高3
1635 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2

6 早稲田実業 1283 堀　　　暢 ﾎﾘ ﾄｵﾙ 高3
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1284 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 高3

1275 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高3
1279 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高3

7 中京大中京 437 伊藤  忠治 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 高1
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 434 服部  敏幸 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ 高1

431 楯      悟 ﾀﾃ ｻﾄﾙ 高2
436 伊藤  健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1

8 近畿大附 668 鈴木　敬三 ｽｽﾞｷ ｹｲｿﾞｳ 高3
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

9 京都外大西 568 江島　翔太 ｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 564 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高3

569 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高3
570 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2

10 市立尼崎 688 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 691 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

686 堀川　淳司 ﾎﾘｶﾜ ｱﾂｼ 高3
689 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:47.50

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 県立浦和 1565 市川　大貴 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高2

ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 1569 和賀　祐樹 ﾜｶﾞ ﾕｳｷ 高1
1566 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高3
1563 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高2

2 九州学院 1133 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1132 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

1136 大賀　貴嗣 ｵｵｶﾞ ﾀｶﾂｸﾞ 高2
1138 松本　祐真 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 高1

3 九産大付九州 1076 藤本　勇樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
ｷｭｳｻﾝｷｭｳｼｭｳ 高校 1072 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ  ﾋﾛﾏｻ 高3

1085 江上　卓司 ｴｶﾞﾐ ﾀｶｼ 高1
1080 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 高2

4 春日部共栄 1531 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1539 栁田　竜大 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 高3

1534 池田　卓哉 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 高3
1519 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2

5 豊川 491 石井    諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 486 冨田  尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高2

479 加藤    弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高3
478 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

6 太成学院大高 648 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 642 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

645 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3
639 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

7 日大高 1385 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1396 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高3

1384 杉山　　彰 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 高3
1393 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 高2

8 飛龍 358 佐藤真一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高1
ﾋﾘｭｳ 高校 355 柴山  和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高2

354 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3
353 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高3

9 大体大浪商 607 廣田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3
ﾅﾐｼｮｳ 高校 611 中條　宏哉 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ 高1

606 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高3
610 藤岡　雄二 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ 高2

10 東北学院 116 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝ 高校 119 斎　　　崇 ｻｲ ﾀｶｼ 高3

117 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 高1
118 佐藤　道学 ｻﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
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スタートリスト

競技No. 34 男子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:45.27
大会記録  3:47.50

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 日大豊山 1289 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 1290 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
1288 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高2
1293 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高3

2 成田 1623 青木　一義 ｱｵｷ ｶｽﾞﾖｼ 高3
ﾅﾘﾀ 高校 1619 香取　克彦 ｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ 高3

1622 水谷　勇輝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 高3
1627 野中　大輔 ﾉﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 高2

3 八王子 1246 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 1238 吉田　裕平 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 高2

1240 佐野　公英 ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ 高1
1245 酒井　宏大 ｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 高3

4 世田谷学園 1305 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高3
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝ 高校 1304 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

1306 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3
1303 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高3

5 湘南工大附 1352 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1371 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高2

1354 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2
1370 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3

6 淑徳巣鴨 1309 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校 1315 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1

1314 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 高1
1311 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

7 西城陽 591 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 586 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高3

589 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2
585 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

8 東北 126 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 133 日下　陽介 ｸｻｶ ﾖｳｽｹ 高1

134 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高2
127 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高3

9 前橋育英 1500 片貝　亮太 ｶﾀｶｲ ﾘｮｳﾀ 高3
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲ 高校 1499 中島　亘郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾛｳ 高3

1497 西脇　良浩 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾋﾛ 高2
1494 阿久津克人 ｱｸﾂ ｶﾂﾋﾄ 高2

10 法政二 1409 成田　遼平 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 高1
ﾎｳｾｲﾆ 高校 1411 中島　翔平 ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 高1

1406 宇津木翔平 ｳﾂｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 高1
1408 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高3
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