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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. 21 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
30歳以上            大会記録  1:45.79

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 鳥    取 3111 南　　英治 ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ
ﾄｯﾄﾘ 3109 末次　　勝 ｽｴﾂｸﾞ ﾏｻﾙ

3108 辰村　正紀 ﾀﾂﾑﾗ ﾏｻｷ
3110 垣田　英紀 ｶｷﾀ ﾋﾃﾞｷ

3 東    京 1334 轟　　隆大 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｶﾋﾛ
ﾄｳｷｮｳ 1333 森田竜太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1331 野村　英司 ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ
1332 服部　隆宏 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

4 岐    阜 2410 糸井　　紀 ｲﾄｲ ｵｻﾑ
ｷﾞﾌ 2417 久貝　　均 ｸｶﾞｲ ﾋｻｼ

2403 糸井　　統 ｲﾄｲ ﾊｼﾞﾒ
2401 末次　大介 ｽｴﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ

5 広    島 3421 小嶺　英司 ｺﾐﾈ ｴｲｼﾞ
ﾋﾛｼﾏ 3422 津村　栄太 ﾂﾑﾗ ｴｲﾀ

3418 仁井村　要 ﾆｲﾑﾗ ｶﾅﾒ
3417 今井　　俊 ｲﾏｲ ﾀｶｼ

6 大    阪 2707 内堀　晴則 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾉﾘ
ｵｵｻｶ 2701 平川　隆司 ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

2737 中野　智啓 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ
2738 森本　　一 ﾓﾘﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

7 香    川 3621 高田修一郎 ﾀｶﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
ｶｶﾞﾜ 3620 高木　進一 ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ

3623 安田　直由 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
3622 谷口　裕和 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 長    野 1613 宮坂　貴之 ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾕｷ
ﾅｶﾞﾉ 1617 今井　俊哉 ｲﾏｲ ｼｭﾝﾔ

1618 三浦　　弘 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ
1616 徳永　　啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ

3 愛    知 2215 中原　良仁 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ
ｱｲﾁ 2251 平野　　貢 ﾋﾗﾉ ﾐﾂｸﾞ 大5

2214 千明　英之 ﾁｷﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ
2241 川庄　健一 ｶﾜｼｮｳ ｹﾝｲﾁ

4 兵    庫 棄権
ﾋｮｳｺﾞ

5 静    岡 2130 森上　大輔 ﾓﾘｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ
ｼｽﾞｵｶ 2132 髙橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

2131 中谷　弘幸 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
2133 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

6 宮    崎 4507 高倉　玄太 ﾀｶｸﾗ ｹﾞﾝﾀ
ﾐﾔｻﾞｷ 4505 八代　智秀 ﾔﾂｼﾛ ﾄﾓﾋﾃﾞ

4506 鈴木　康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ
4504 甲斐　文雄 ｶｲ ﾌﾐｵ

7 大    分 4416 水見　隆行 ﾐｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ
ｵｵｲﾀ 4427 林　　　享 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ

4401 佐藤　宗久 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋｻ
4424 山田　寛之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 千    葉 1233 畠山　雅和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ
ﾁﾊﾞ 1234 小森　康弘 ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

1231 宇佐見政勝 ｳｻﾐ ﾏｻｶﾂ
1216 百目木一雄 ﾄﾞﾒｷ ｶｽﾞｵ

3 熊    本 4316 上村祐一郎 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ
ｸﾏﾓﾄ 4301 加甲　賢聖 ｶｺｳ ｹﾝｾｲ

4313 中川　博文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ
4314 坂梨　剛昭 ｻｶﾅｼ ﾖｼｱｷ

4 神 奈 川 1402 中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
ｶﾅｶﾞﾜ 1435 東郷　英章 ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ

1438 浅沼　一弘 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ
1439 小笠原一彰 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

5 茨    城 824 梶田　耕生 ｶｼﾞﾀ ｺｳｾｲ
ｲﾊﾞﾗｷ 819 高橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

817 団野　　健 ﾀﾞﾝﾉ ﾀｹｼ
815 田沢　春彦 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

6 岡    山 3328 山下　紀一 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾛｶｽﾞ
ｵｶﾔﾏ 3329 岡田　良平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

3330 戸田　倫弘 ﾄﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ
3332 植野　茂貴 ｳｴﾉ ｼｹﾞｷ

7 滋    賀 2511 北野　　充 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ
ｼｶﾞ 2510 黒島　和司 ｸﾛｼﾏ ｶｽﾞｼ

2512 瀬尾　純一 ｾｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ
2501 古賀　武文 ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ
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