
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. 18 男子    800m   リレー   予選   3組
少年Ａ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 奈    良 2908 吉川　堅一 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 高3

ﾅﾗ 高校 2910 高谷　昌延 ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾉﾌﾞ 高3
2909 荒木　厚次 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ 高2
2911 四方　零皇 ｼｶﾀ ﾚｵ 高2

2 茨    城 809 山口　敬介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 822 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高2

810 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高2
806 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高2

3 鹿 児 島 4603 初瀬　有志 ﾊﾂｾ ﾕｳｼ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 4606 松永　太郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾛｳ 高2

4604 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高3
4602 寺園　翔平 ﾃﾗｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 高3

4 東    京 1325 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 1319 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

1318 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高3
1322 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3

5 愛    知 2228 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2
ｱｲﾁ 高校 2230 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高2

2216 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高2
2222 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

6 京    都 2612 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2601 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2

2626 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2
2619 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

7 香    川 3608 塩﨑　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 3609 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3

3611 濵田  祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
3602 佐藤　雄規 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高2
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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. 18 男子    800m   リレー   予選   3組
少年Ａ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福    井 2006 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 高3

ﾌｸｲ 高校 2008 山本誠一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 高2
2010 田代　純也 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
2011 白﨑　和也 ｼﾛｻｷ ｶｽﾞﾔ 高2

2 埼    玉 1110 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1106 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3

1128 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高2
1129 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高3

3 福    岡 4012 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 4007 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 高2

4019 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高3
4023 金　　亜蘭 ｷﾝ ｱﾗﾝ 高3

4 山    形 618 佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 610 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高2

615 菅原　　拓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 高3
612 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高3

5 大    阪 2730 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2717 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

2705 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高2
2726 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

6 宮    城 419 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 420 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高3

413 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高3
412 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高3

7 和 歌 山 3006 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 3016 原　　直毅 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高3

3012 鳴瀧　智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1
3017 小賀　史憲 ｺｶﾞ ﾌﾐﾉﾘ 高2
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スタートリスト

競技No. 18 男子    800m   リレー   予選   3組
少年Ａ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 徳    島 3715 小田真太郎 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

ﾄｸｼﾏ 高校 3712 辻　　真集 ﾂｼﾞ ﾏｼｭｳ 高2
3706 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 高2
3717 小川　浩輝 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 高2

2 栃    木 910 斎藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 908 平山　　新 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾗﾀ 高2

906 清水　英幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2
903 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 高2

3 新    潟 1706 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1709 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

1703 小林　頌之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 高2
1705 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高3

4 神 奈 川 1412 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1422 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3

1406 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 高3
1410 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2

5 静    岡 2118 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2105 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3

2102 岡村　賢人 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 高3
2109 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高3

6 兵    庫 2807 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2819 巽　　一晃 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 高2

2831 関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高2
2820 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高2

7 岡    山 3312 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 3316 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高2

3317 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3
3311 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高3
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