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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 愛    知 2209 名倉　直希 ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ
ｱｲﾁ 2201 小島　貴光 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾂ

2246 井土　勝博 ｲﾄﾞ ｶﾂﾋﾛ 大3
2248 大西　悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 大4

3 福    島 719 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 大1
ﾌｸｼﾏ 大学 717 山口　雅文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大4

721 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 大1
720 山田　篤未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大1

4 京    都 2635 辻井　　喬 ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ 大4
ｷｮｳﾄ 2603 奥西　　港 ｵｸﾆｼ ﾐﾅﾄ

2608 橋爪　忠久 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ
2630 太竹　亮介 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｽｹ

5 茨    城 818 星野　太佑 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ
ｲﾊﾞﾗｷ 827 諸川　佳祐 ﾓﾛｶﾜ ｹｲｽｹ 大4

816 原　　三裕 ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ
825 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2

6 岡    山 3327 竹内　直希 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ
ｵｶﾔﾏ 3326 山野井健太 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ

3336 杉山　謙心 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 大3
3340 福田　　優 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大3

7 滋    賀 2515 富山　貴士 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 大3
ｼｶﾞ 大学 2518 脇坂　勇輝 ﾜｷｻｶ ﾕｳｷ 大3

2517 桑本　貴隆 ｸﾜﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 大1
2520 西村　太智 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 大1

8

Page: 1/3 Printing: 2006/10/03 9:13:54

加　盟

茨  城

岡  山

滋  賀

愛  知

福  島

京  都



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. 54 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
成年                大会記録  1:31.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 千    葉 1240 藤原　裕太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 大4
ﾁﾊﾞ 大学 1237 大久保　譲 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾙ 大4

1245 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大3
1236 富樫広之真 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾉｼﾝ 大4

3 新    潟 1739 佐藤　優信 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 1742 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1735 池田　拓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 大3
1737 早川　英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 大4

4 東    京 1351 松尾　友太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 大1
ﾄｳｷｮｳ 1335 三木　二郎 ﾐｷ ｼﾞﾛｳ

1346 櫻井　裕司 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大4
1348 伊藤　　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大2

5 熊    本 4320 北本　拓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 大3
ｸﾏﾓﾄ 4318 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 大1

4315 山野　順平 ﾔﾏﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
4312 辻　栄太郎 ﾂｼﾞ ｴｲﾀﾛｳ

6 静    岡 2142 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大3
ｼｽﾞｵｶ 2148 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ 大4

2101 落合　誉通 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾕｷ
2141 松本　尚人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾄ 大4

7 和 歌 山 3029 山原　正義 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 大4
ﾜｶﾔﾏ 3024 木村　峻大 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

3025 森　　和也 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ
3027 上野山　優 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 兵    庫 2844 池田　　亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2839 細川　大輔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

2846 池田　　蔵 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 大4
2838 明部　洋明 ｱｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

3 大    阪 2736 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 大4
ｵｵｻｶ 2733 奥村　幸大 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

2744 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大3
2741 平野　祐介 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 大3

4 神 奈 川 1446 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 1443 佐々木　傑 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 大2

1401 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ
1436 星田　　悠 ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ

5 埼    玉 1139 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大1
ｻｲﾀﾏ 大学 1144 阿部　太輔 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大4

1148 森　　悠紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 大3
1137 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 大1

6 石    川 1926 東條　聖史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 大4
ｲｼｶﾜ 1922 小﨑　順平 ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

1921 堀川　卓志 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ
1923 浜上　洋平 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 大4

7 山    口 3513 河村　浩道 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ
ﾔﾏｸﾞﾁ 3519 森永　友貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｷ 大3

3520 足立　　哲 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 大4
3518 田中　　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
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