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スタートリスト

競技No. 50 男子    400m   メドレーリレー   決勝   1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 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 日大豊山 1289 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1  3:55.53

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
1296 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

2 淑徳巣鴨 1309 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 高1  3:55.25
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

3 世田谷学園 1305 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高3  3:54.66
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

4 豊川 491 石井    諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1  3:54.32
ﾄﾖｶﾜ 高校 486 冨田  尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高2

493 堀畑  裕也 ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ 高1
478 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

5 太成学院大高 648 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高1  3:52.60
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

6 湘南工大附 1352 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1  3:52.96
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1371 立石　　諒 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高2

1363 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2
1354 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2

7 春日部共栄 1514 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3  3:54.57
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

1531 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2
1519 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2

8 市立船橋 1630 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高2  3:55.18
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

9 早稲田実業 1283 堀　　　暢 ﾎﾘ ﾄｵﾙ 高3  3:55.36
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

10 西城陽 591 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2  3:55.91
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
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