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スタートリスト

競技No. 62 男子    800m   リレー   決勝   1組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 春日部共栄 1529 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 高1  7:50.26

ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1514 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3
1532 谷津　勇気 ﾔﾂ ﾕｳｷ 高3
1531 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2

2 長岡大手 267 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高2  7:46.34
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 270 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

275 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
266 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高3

3 東北 134 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高2  7:43.69
ﾄｳﾎｸ 高校 135 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高3

127 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高3
129 山田　浩平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

4 太成学院大高 644 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3  7:41.14
ﾀｲｾｲ 高校 641 品川　拓也 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3

640 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3
639 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

5 豊川 492 田中  直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1  7:39.33
ﾄﾖｶﾜ 高校 487 柳    雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2

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 湘南工大附 1354 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2  7:40.67
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

7 淑徳巣鴨 1311 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2  7:43.25
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校 1315 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1

1313 池田　慶太 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀ 高3
1308 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

8 飛龍 354 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3  7:44.69
ﾋﾘｭｳ 高校 357 鈴木  詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 高1

360 福永  偉史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹｼ 高1
353 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高3

9 日大豊山 1296 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3  7:46.86
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 1292 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高3

1291 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 高1
1289 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1

10 日大高 1393 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 高2  7:50.34
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1383 篠原　和成 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 高2

1395 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 高3
1380 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 高1
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