
第61回国民体育大会  水泳競技                      
競泳競技                                          
尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設              

スタートリスト

競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   4組
少年Ｂ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 徳    島 3716 深井　貴明 ﾌｶｲ ﾀｶｱｷ 高1
ﾄｸｼﾏ 3702 阿久根健志 ｱｸﾈ ｹﾝｼﾞ 高1

3722 河野　潤樹 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｷ 中3
3727 田中　貴史 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 中3

4 香    川 3604 大西　卓哉 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 高1
ｶｶﾞﾜ 3601 田岡　伸崇 ﾀｵｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 高1

3607 馬場　勝也 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ 高1
3616 金森　　竣 ｶﾅﾓﾘ ｼｭﾝ 中3

5 山    梨 1501 西川　竜也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高1
ﾔﾏﾅｼ 高校 1503 雨宮　　司 ｱﾒﾐﾔ ﾂｶｻ 高1

1507 古屋　拓人 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾄ 高1
1512 長田　修一 ｵｻﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 高1

6 福    井 2016 一ツ矢亮平 ﾋﾄﾂﾔ ﾘｮｳﾍｲ 中3
ﾌｸｲ 2009 中島　　遼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高1

2017 橋本　奨平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 中3
2014 嶋﨑　喬介 ｼﾏｻｷ ｷｮｳｽｹ 中3

7

8

Page: 1/4 Printing: 2006/10/01 14:10:51

加　盟

山  梨

福  井

徳  島

香  川



第61回国民体育大会  水泳競技                      
競泳競技                                          
尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設              

スタートリスト

競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   4組
少年Ｂ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 秋    田 509 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1

ｱｷﾀ 510 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1
518 高橋浩太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3
513 山科　翔平 ﾔﾏｼﾅ ｼﾖｳﾍｲ 高1

2 長    崎 4205 中山哲之介 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾉｽｹ 高1
ﾅｶﾞｻｷ 4209 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3

4211 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3
4212 今里　亮太 ｲﾏｻﾞﾄ ﾘｮｳﾀ 中3

3 鹿 児 島 4608 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 4612 西山賢太郎 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 中3

4609 池端　信謙 ｲｹﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｶﾈ 中3
4607 簗川　　晃 ﾔﾅｶﾞﾜ ｱｷﾗ 高1

4 愛    知 2238 小池　隆志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 中3
ｱｲﾁ 2226 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1

2229 堀畑　裕也 ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ 高1
2210 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1

5 栃    木 905 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1
ﾄﾁｷﾞ 917 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中3

916 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中3
913 高野　　謙 ﾀｶﾉ ｹﾝ 中3

6 静    岡 2103 久保田麻里勢 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 2110 福永　偉史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹｼ 高1

2117 永田　　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 高1
2111 鈴木　詳平 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 高1

7 石    川 1904 宮本　陽輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高1
ｲｼｶﾜ 1907 中田　崇皓 ﾅｶﾀ ﾀｶｱｷ 高1

1918 矢野祥太朗 ﾔﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 中3
1920 筒井　智昭 ﾂﾂｲ ﾄﾓｱｷ 中3

8 和 歌 山 3021 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 中3
ﾜｶﾔﾏ 3004 勝丸　大地 ｶﾂﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 高1

3007 西畑　顕斗 ﾆｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 高1
3020 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 中3
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スタートリスト

競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   4組
少年Ｂ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 岐    阜 2420 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 高1

ｷﾞﾌ 2404 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1
2415 伊藤　祐貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 中3
2421 亀谷　昌晃 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 中3

2 岡    山 3306 宇田　健人 ｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
ｵｶﾔﾏ 3304 吉原慎太朗 ﾖｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中3

3322 松永　佑紀 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｷ 高1
3303 佐藤　　賢 ｻﾄｳ ｹﾝ 中3

3 京    都 2621 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1
ｷｮｳﾄ 2611 五十棲亮平 ｲｿﾂﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 高1

2645 日笠　優太 ﾋｶﾞｻ ﾕｳﾀ 中3
2615 佐藤　　豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 中3

4 埼    玉 1130 柿沼　慎二 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 中3
ｻｲﾀﾏ 1133 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 中3

1119 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 高1
1117 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 高1

5 宮    城 417 大森　翔太 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1
ﾐﾔｷﾞ 高校 421 及川誉士広 ｵｲｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 高1

416 早坂　寿輝 ﾊﾔｻｶ ﾄｼｷ 高1
414 山田　浩平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

6 千    葉 1229 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中3
ﾁﾊﾞ 1213 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 高1

1226 吉澤　太雲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ 中3
1208 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

7 群    馬 1017 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 中3
ｸﾞﾝﾏ 1016 黛　　和希 ﾏﾕｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 中3

1008 岩佐　篤志 ｲﾜｻ ｱﾂｼ 高1
1001 斎藤　拓之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 中3

8 山    形 611 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 626 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中3

625 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中3
613 土肥　隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 高1
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競泳競技                                          
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スタートリスト

競技No. 17 男子    400m   リレー   予選   4組
少年Ｂ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 大    阪 2724 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1

ｵｵｻｶ 高校 2720 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1
2727 松村　謙吾 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高1
2713 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高1

2 新    潟 1713 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1719 渡辺　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 高1

1728 田辺　龍一 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 中3
1710 田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 高1

3 大    分 4402 中尾　陵将 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 高1
ｵｵｲﾀ 高校 4412 山﨑　雄太 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ 高1

4413 松木　祐典 ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ 高1
4407 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高1

4 東    京 1341 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1323 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

1327 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1
1316 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1

5 神 奈 川 1434 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1403 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1

1408 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 高1
1427 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3

6 兵    庫 2834 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 2829 片山祥太朗 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1

2813 高森　亮二 ﾀｶﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ 高1
2826 水田宗一郎 ﾐｽﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 高1

7 北 海 道 111 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 110 油井　泰斗 ﾕｲ ﾀｲﾄ 中3

107 藤川京太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 高1
106 平　　龍大 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 高1

8 青    森 207 斉藤　広弥 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 中3
ｱｵﾓﾘ 203 高畑　元気 ﾀﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 高1

202 工藤　由樹 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1
206 小田桐勇人 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 高1
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