
平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 岩見沢東 43 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 高3
ｲﾜﾐｻﾞﾜﾋｶ 高校 70 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高1

44 町田　和樹 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高2
45 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 高2

4 ルーテル学院 8117 根岸慎太郎 ﾈｷﾞｼ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 8119 林　世志輝 ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 高2

8118 今田　　優 ｲﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 高2
8120 内田　輝隆 ｳﾁﾀﾞ ｷﾘｭｳ 高2

5 松山北 7029 岡本　陽介 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高1
ﾏﾂﾔﾏｷﾀ 高校 7028 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 高3

7026 関谷　洸希 ｾｷﾔ ｺｳｷ 高3
7027 西村　祐樹 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高3

6 函館中部 65 三上　勇人 ﾐｶﾐ ﾊﾔﾄ 高1
ｶﾝﾁｭｳ 高校 31 大関　颯太 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ 高2

63 上原健太郎 ｳｴﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
32 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 高1
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 諫早商業 8086 田中　祐次 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 高2
ｶﾝｼｮｳ 高校 8087 松尾　俊輔 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 高2

8088 中尾　真也 ﾅｶｵ ｼﾝﾔ 高2
8207 山下宗一郎 ﾔﾏｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 高1

3 高崎商業 2084 畑村　卓哉 ﾊﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1
ﾀｶｻｷｼｮｳ 高校 2082 石井　　俊 ｲｼｲ ｼｭﾝ 高2

2083 吉田　匠汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
2080 加藤　俊樹 ｶﾄｳ ﾄｼｷ 高3

4 近江兄弟社 5011 吾郷遼太郎 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1
ｷｮｳﾀﾞｲｼｬ 高校 5008 村川　　諒 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 高3

5009 竹山　信宏 ﾀｹﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 高2
5010 佐藤　仁愛 ｻﾄｳ ﾆﾁｶ 高1

5 西城陽 5088 中野　和也 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 5087 關　　貴之 ｾｷ ﾀｶﾕｷ 高3

5089 高橋恭一朗 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 高2
5345 石原　智啓 ｲｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ 高3

6 磐田農業 3067 村松　駿太 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 高2
ｲﾜﾉｳ 高校 3065 黒野　大地 ｸﾛﾉ ﾀﾞｲﾁ 高3

3066 鶴見　　廉 ﾂﾙﾐ ﾚﾝ 高3
3068 矢持　匡啓 ﾔﾓﾁ ﾏｻﾋﾛ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 本庄東 2228 佐々木敏律 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ 高2

ﾎﾝﾋｶﾞｼ 高校 2229 大澤　凌汰 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 高1
2230 町田　瑛巨 ﾏﾁﾀﾞ ｴｲｺﾞ 高1
2227 中島　礼登 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 高2

2 川内 8170 福山　拓夢 ﾌｸﾔﾏ ﾀｸﾑ 高2
ｾﾝﾀﾞｲ 高校 8172 湯之原孝実 ﾕﾉﾊﾗ ﾀｶﾐ 高1

8169 長嶺　秀平 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭｳﾍｲ 高2
8171 米澤　嘉紘 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 高2

3 市川学園 2269 村元　建太 ﾑﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2
ｲﾁｶﾜｶﾞｸｴ 高校 2271 木村　祐平 ｷﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 高1

2268 青山　亮太 ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 高2
2267 岩井　翔太 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀ 高3

4 愛み大瑞穂 3092 羽賀　大記 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｷ 高2
MIZUHO 高校 3093 岸　　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ 高2

3094 小山　真吾 ｺﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 高2
3095 森本　健太 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

5 名古屋 3115 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 高3
ﾅｺﾞﾔ 高校 3113 前川　智久 ﾏｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 高3

3112 伊藤　僚洋 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 高3
3120 加藤　貴也 ｶﾄｳ ﾀｶﾔ 高2

6 浜松商業 3078 内山　佳也 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾔ 高3
ﾊﾏｼｮｳ 高校 3077 中村　譲治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 高3

3080 小栗　琢渡 ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾄ 高2
3079 鈴木　禎大 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞﾋﾛ 高2

7 常翔啓光学園 5215 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 高3
ｹｲｺｳ 高校 5213 所田　和希 ｼｮﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高3

5212 末吉　拓也 ｽｴﾖｼ ﾀｸﾔ 高3
5214 屋田　一将 ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 高3

8 いわき光洋 1147 鋤﨑　雄也 ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ 高3
ｲﾜｷｺｳﾖｳ 高校 1150 鋤崎　隆也 ｽｷｻﾞｷ ﾀｶﾔ 高2

1149 根本　翔太 ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
1148 青木　　旭 ｱｵｷ ｱｷﾗ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 佐賀学園 8071 三好　良汰 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ 高3

ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 8074 中島　　隆 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳ 高2
8075 日高　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ 高2
8073 木寺　亮太 ｷﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 高2

2 山口･西京 6086 清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3
ｻｲｷｮｳ 高校 6087 浴野　秀星 ｴｷﾉ ｼｭｳｾｲ 高2

6074 太田　良樹 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 高2
6073 山根　拓也 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 高2

3 初芝立命館 5148 神野　雄司 ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 高3
ﾊﾂｼﾊﾞﾘﾂﾒ 高校 5152 櫛引　俊樹 ｸｼﾋﾞｷ ﾄｼｷ 高2

5149 山内　英暉 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 高3
5150 辻　　一夫 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｵ 高3

4 報徳学園 5400 梅澤　涼太 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 高1
ﾎｳﾄｸ 高校 5341 牧野　宏輝 ﾏｷﾉ ﾋﾛｷ 高3

5329 多山　　奨 ﾀﾔﾏ ｼｮｳ 高2
5330 林　　聖大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 高1

5 愛工大名電 3158 波多野雅也 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾔ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 3165 鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 高1

3164 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 高1
3161 稲垣　佳明 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｱｷ 高2

6 高松工芸 7059 田中　智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 高3
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞｲ 高校 7058 宮脇　恭介 ﾐﾔﾜｷ ｷｮｳｽｹ 高3

7060 泉　　椋堅 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｹﾝ 高2
7057 後藤田典哉 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾌﾐﾔ 高3

7 洛南 5045 細川　大夢 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ 高1
ﾗｸﾅﾝ 高校 5044 松見　浩史 ﾏﾂﾐ ﾋﾛｼ 高2

5042 小野　　優 ｵﾉ ｽｸﾞﾙ 高3
5043 村田　健介 ﾑﾗﾀ ｹﾝｽｹ 高2

8 三田学園 5334 山下功一郎 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 高2
ｻﾝﾀﾞｶﾞｸｴ 高校 5333 加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高3

5335 伊藤　大貴 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 高1
5402 成田　建雄 ﾅﾘﾀ ﾀﾂｵ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 関大一 5103 中村昂二郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3

ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 高校 5104 塩野　晴紀 ｼｵﾉ ﾊﾙｷ 高2
5106 仲埜　光裕 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 高1
5101 野口　修人 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 高3

2 白鴎大足利 2040 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 2045 栗栖　直人 ｸﾘｽ ﾅｵﾄ 高1

2043 塚﨑　俊和 ﾂｶｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 高1
2039 瀬良　健太 ｾﾗ ｹﾝﾀ 高3

3 盛岡南 1049 松原　竜典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 1052 阿部　悠太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 高1

1047 渡邉　敬太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 高2
1048 栃丸　　練 ﾄﾁﾏﾙ ﾚﾝ 高2

4 日本文理 4082 穴水　雄大 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4081 白井　貴大 ｼﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 高2

4080 米持　　龍 ﾖﾈﾓﾁ ﾘｮｳ 高3
4083 鶴巻　拓実 ﾂﾙﾏｷ ﾀｸﾐ 高1

5 千里 5208 前家　　空 ﾏｴﾔ ｿﾗ 高3
ｾﾝﾘ 高校 5209 松本　　拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 高2

5211 酒井龍之介 ｻｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
5210 宮本　将崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 高2

6 日大櫻丘 2473 佐野　佑太 ｻﾉ ﾕｳﾀ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｻｸﾗ 高校 2474 伊藤　和哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 高2

2471 安藤　雅郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 高3
2472 香野　隼汰 ｺｳﾉ ﾊﾔﾀ 高2

7 駒場 2339 岡田　理史 ｵｶﾀﾞ ﾘﾋﾄ 高3
ｺﾏﾊﾞ 高校 2345 山本　泰史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 高1

2338 柴山　脩人 ｼﾊﾞﾔﾏ ｼｭｳﾄ 高3
2341 梶沼　正義 ｶｼﾞﾇﾏ ﾏｻﾖｼ 高2

8 洛星 5049 古曽志　明 ｺｿｼ ｱｷﾗ 高1
ﾗｸｾｲ 高校 5046 内田　明宏 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高3

5048 稲賀　　鴻 ｲﾅｶﾞ ﾋﾛ 高2
5349 木下　　魁 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 金沢錦丘 4008 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 高1

ｶﾅｻﾞﾜﾆｼｷｶﾞｵｶ 高校 4006 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高1
4007 矢武　明頼 ﾔﾌﾞ ｱｷﾉﾘ 高1
4005 松原　　亮 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 高2

2 市立川口 2142 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 高2
ｲﾁﾘﾂｶﾜｸﾞﾁ 高校 2140 一之瀬　颯 ｲﾁﾉｾ ﾊﾔﾄ 高3

2139 河野　　岳 ｺｳﾉ ｶﾞｸ 高3
2143 中島　　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 高2

3 大分雄城台 8136 首藤亜聖人 ｼｭﾄｳ ｱｻﾄ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 8138 井門　嵩智 ｲﾄﾞ ﾀｶﾄｼ 高2

8137 坂本　俊樹 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｷ 高3
8141 清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高1

4 和歌山北 5027 吉野　悠太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 5024 松島　有志 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ 高3

5022 岩倉　　洸 ｲﾜｸﾗ ｺｳ 高3
5023 榎本　嵩士 ｴﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 高3

5 玉野光南 6026 来間　隆史 ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ 高2
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 6029 河本　佳祐 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｽｹ 高2

6030 西井　悠貴 ﾆｼｲ ﾕｳｷ 高1
6025 八杉　　奨 ﾔｽｷﾞ ｼｮｳ 高3

6 川崎橘 2693 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 高3
ｶﾜ･ﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 2703 木浦　和哉 ｷｳﾗ ｶｽﾞﾔ 高1

2706 植木　貴道 ｳｴｷ ﾀｶﾐﾁ 高1
2696 矢澤　隼人 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高3

7 津田学園 3217 伊藤　　凌 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 3218 岩田　伊織 ｲﾜﾀ ｲｵﾘ 高2

3216 種村　郁哉 ﾀﾈﾑﾗ ﾌﾐﾔ 高3
3219 石川　優尚 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｻ 高2

8 興誠 3056 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高1
ｺｳｾｲ 高校 3055 齋藤　謙虎 ｻｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 高2

3052 中村　祥平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 高3
3054 本田　湧己 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 三国丘 5166 鈴木　琢也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 高1

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ 高校 5163 河尻　義貴 ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｼﾀｶ 高3
5164 中渡瀬　智 ﾅｶﾜﾀｾ ｻﾄｼ 高3
5165 山田　尚輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 高2

2 丸亀 7071 徳永　智之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 高1
ﾏﾙｶﾞﾒ 高校 7068 徳永　祐一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 高3

7066 北山　翔太 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3
7067 藤間　祐次 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 高3

3 作新学院 2026 笹沼　亮太 ｻｻﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｸｼﾝ 高校 2031 森戸　大樹 ﾓﾘﾄ ﾀﾞｲｷ 高2

2027 清水　朝行 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ 高3
2032 岡田　優人 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄ 高1

4 山梨学院高 2746 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 高2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 2748 森本　昌典 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 高1

2743 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 高3
2747 村松弘勇紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 高2

5 日大三島 3002 深澤　宏理 ﾌｶｻﾜ ｺｳｽｹ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲ 高校 3001 渡辺　大祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

3003 青木　紀泰 ｱｵｷ ﾉﾘﾔｽ 高3
3004 杉山　裕紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 高2

6 県立浦和 2172 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 2171 石倉　聖也 ｲｼｸﾗ ｾｲﾔ 高2

2170 露木　　航 ﾂﾕｷ ﾜﾀﾙ 高2
2168 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 高3

7 鎮西 8108 米田　翔一 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 高3
ﾁﾝｾﾞｲ 高校 8111 霍田　真志 ﾂﾙﾀ ﾏｻｼ 高1

8205 米倉　　源 ﾖﾈｸﾗ ｹﾞﾝ 高2
8109 竹之下友義 ﾀｹﾉｼﾀ ﾄﾓｱｷ 高3

8 大館国際情報 1023 畠山　　理 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ 高3
ｵｵﾀﾃｺｸｻｲ 高校 1021 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高3

1022 小橋　侑平 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾍｲ 高3
1025 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 高1
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 小松大谷 4028 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 高3

ｺﾏﾂｵｵﾀﾆ 高校 4032 木田　陽之 ｷﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 高3
4027 東　　洋輔 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ 高3
4031 笠原　昂大 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高3

2 郡山 1135 我妻　柊哉 ｱｽﾞﾏ ﾄｳﾔ 高3
ｺｵﾘﾔﾏ 高校 1134 鈴木　綾太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高3

1133 北條　晃樹 ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高3
1136 鈴木　健史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 高3

3 墨田川 2360 齋藤　暢力 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 高2
ｽﾐﾀﾞｶﾞﾜ 高校 2362 秀野　貴史 ﾋﾃﾞﾉ ﾀｶｼ 高2

2363 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 高1
2361 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高2

4 八戸工大一 1014 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高1
ｺｳﾀﾞｲｲﾁ 高校 1010 平野　隼人 ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 高3

1009 大谷健太郎 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
1012 中曽根功也 ﾅｶｿﾈ ｺｳﾔ 高2

5 尚志学園 9 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 高1
ｼｮｳｼｶﾞｸｴ 高校 10 大森　悠翔 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾄ 高1

2 藤田　勝貴 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂｷ 高3
3 小野　祐輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 高3

6 市尼崎 5261 大西　大樹 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｷ 高2
ｲﾁｱﾏｻｷ 高校 5258 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3

5339 古畑　海里 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ 高1
5259 竹嶋　勇介 ﾀｹｼﾏ ﾕｳｽｹ 高3

7 尾鷲 3210 奥村　進吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高3
ｵﾜｾ 高校 3208 川端　晃央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ 高3

3211 竹本　裕冴 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 高3
3209 川端　祥央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾁｵ 高3

8 武南 2180 綱島　海門 ﾂﾅｼﾏ ｶｲﾄ 高3
ﾌﾞﾅﾝ 高校 2178 川上雄司郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

2185 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高2
2183 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 東海大浦安 2309 二葉慎太朗 ﾌﾀﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 2312 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛ 高2
2308 山下　　明 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾗ 高3
2310 久保園　修 ｸﾎﾞｿﾞﾉ ｼｭｳ 高3

2 法政大附第二 2635 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 高2
ﾎｳｾｲﾆ 高校 2639 小池　光展 ｺｲｹ ﾐﾉﾌﾞ 高1

2634 増田隆之介 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
2636 門脇　　椋 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 高2

3 関西 6016 三村　浩介 ﾐﾑﾗ ｺｳｽｹ 高2
ｶﾝｾﾞｲ 高校 6019 尾刀　周希 ｵｶﾞﾀ ｼｭｳｷ 高1

6018 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 高1
6015 田中　祥史 ﾀﾅｶ ﾖｼﾌﾐ 高3

4 秋田商業 1030 兎澤雄太郎 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
ｱｷｼｮｳ 高校 1032 浅村　佳祐 ｱｻﾑﾗ ｹｲｽｹ 高1

1029 小野　央嗣 ｵﾉ ﾋｻｼ 高3
1031 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 高1

5 東北学院 1070 佐藤　桂輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 高3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 高校 1074 日比野大輝 ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 高2

1075 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 高1
1071 平野　拓馬 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 高3

6 中京大中京 3127 大矢　敏樹 ｵｵﾔ ﾄｼｷ 高3
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 3130 野田　　樹 ﾉﾀﾞ ｲﾂｷ 高3

3131 伊藤　　将 ｲﾄｳ ｼｮｳ 高3
3140 髙島　拓也 ﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ 高1

7 日大高 2596 三浦　拓真 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 2601 藤江　　陸 ﾌｼﾞｴ ﾘｸ 高2

2597 北原耕太郎 ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高3
2599 嘉山　瑞紀 ｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高3

8 武相 2579 関戸　翔矢 ｾｷﾄ ｼｮｳﾔ 高3
ﾌﾞｿｳ 高校 2584 熊谷　侃人 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾝﾄ 高2

2581 澤　　眞央 ｻﾜ ﾏｺﾄ 高3
2580 森　　慶太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 鶴岡工業 1106 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3

ﾂﾙｺｳ 高校 1107 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 高3
1109 大滝　健斗 ｵｵﾀｷ ｹﾝﾄ 高2
1110 太田　卓哉 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 高2

2 桐蔭学園 2664 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 高3
ﾄｳｲﾝ 高校 2666 龍　　勇樹 ﾘｭｳ ﾕｳｷ 高3

2668 鈴木　裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 高2
2671 内藤　寿輝 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｷ 高2

3 前橋育英 2064 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高3
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 2065 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 高2

2068 高橋　悠真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 高2
2063 大澤　竜也 ｵｵｻﾜ ﾘｭｳﾔ 高3

4 淑徳巣鴨 2491 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 2494 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 高1

2498 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高1
2493 増田　聖怜 ﾏｽﾀﾞ ｾﾚﾝ 高3

5 九産大九州 8005 樋口　翔平 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 高3
ｷｭｳｼｭｳ 高校 8006 川上　倖史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 高3

8009 大塚　貴之 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 高2
8010 松見　快世 ﾏﾂﾐ ｶｲｾｲ 高2

6 大垣商業 3238 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 3242 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 高1

3239 畑中　　葵 ﾊﾀﾅｶ ｱｵｲ 高2
3241 桐山　彦槻 ｷﾘﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 高2

7 長岡大手 4060 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4056 石黒　博己 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 高3

4057 篠田　大夢 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 高3
4058 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 高3

8 堀越 2507 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 高3
ﾎﾘｺｼ 高校 2512 竹内真之介 ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 高2

2514 吉村　　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 高1
2509 丸山　　涼 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 須磨学園 5310 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ 高2

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 5314 手塚　祐樹 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 高1
5311 北山　拓人 ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ 高2
5309 長尾　将孝 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾀｶ 高2

2 武蔵野 2424 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 2428 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 高2

2429 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 高1
2425 大河原麗生 ｵｵｶﾜﾗ ﾚｵ 高2

3 金沢 4012 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 高3
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 4019 刈本　天斗 ｶﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ 高1

4017 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 高2
4015 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 高2

4 豊川 3180 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ 高3
ﾄﾖｶﾜ 高校 3183 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 高3

3182 中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
3186 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 高3

5 市川 5285 森下　健土 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾄ 高2
ｲﾁｶﾜ 高校 5286 三木　進平 ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ 高1

5281 高瀬晋太郎 ﾀｶｾ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
5279 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 高3

6 市立沼田 6045 岡野　大輝 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 高3
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 6048 勝田　康貴 ｶﾂﾀ ｺｳｷ 高2

6041 立山　祐輝 ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
6043 谷川　貴紀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 高3

7 飛龍 3019 吉井　優太 ﾖｼｲ ﾕｳﾀ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 3024 原田　　克 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 高2

3022 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 高2
3031 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 高1

8 慶応 2621 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 高2
ｹｲｵｳ 高校 2733 関山　翔太 ｾｷﾔﾏｼｮｳﾀ 高2

2625 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 高1
2626 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 高1
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
高校記録  3:23.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

12組
1 大体大浪商 5123 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

ﾅﾐｼｮｳ 高校 5117 中道　勇太 ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ 高3
5124 黒木　健太 ｸﾛｷ ｹﾝﾀ 高2
5116 安枝　　勇 ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ 高3

2 九州学院 8098 福島　拓朗 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾛｳ 高2
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 8200 米満平四郎 ﾖﾈﾐﾂ ﾍｲｼﾛｳ 高3

8201 吉田　幸樹 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 高3
8102 田上　勇気 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 高1

3 近畿大附 5229 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 5228 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 高2

5226 寺田　怜史 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 高3
5227 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 高3

4 日大豊山 2461 中道　壮大 ﾅｶﾐﾁ ｿｳﾀﾞｲ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 2467 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高1

2458 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 高3
2463 横関　滉樹 ﾖｺｾﾞｷ ｺｳｷ 高2

5 春日部共栄 2098 森田　亮平 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 2104 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

2112 池田　　諒 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 高1
2103 堀口　　祐 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｽｸ 高3

6 太成学院大高 5187 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 高2
ﾀｲｾｲ 高校 5186 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 高2

5184 冨井　洸一 ﾄﾐｲ ｺｳｲﾁ 高3
5182 小川　将平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 高3

7 関大北陽 5159 西山　太亮 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｽｹ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 5156 木綿　直人 ｷﾜﾀ ﾅｵﾄ 高3

5158 ﾀﾛｯｸﾗｲｱﾝ ﾀﾛｯｸ ﾗｲｱﾝ 高3
5155 山口　雄太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

8 京都外大西 5065 中嶋　亮互 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 5072 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1

5067 上田　雄太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3
5073 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 高1
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第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
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競技No.  7 男子    400m   リレー   予選   13組 日本記録  3:14.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

13組
1 八王子 2402 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 高3

ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 2401 倉田　幹大 ｸﾗﾀ ﾐｷﾋﾛ 高3
2398 遊見　俊介 ｽｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 高3
2400 大橋　雅史 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 高3

2 市立船橋 2247 田村　涼太 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3
ｲﾁﾌﾅ 高校 2245 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 高3

2256 中島　武海 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 高1
2254 堀籠　大輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 高2

3 千葉商大付 2285 高橋　拓哉 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 高3
ﾁｼｮｳﾀﾞｲﾌ 高校 2286 中水流　諒 ﾅｶｽﾞﾙ ﾘｮｳ 高3

2290 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 高1
2289 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 高1

4 湘南工大附 2559 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 2547 山岸　将也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 高3

2546 瀧口　陽平 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 高3
2548 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 高3

5 早稲田実業 2447 和田　　真 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 2443 長谷川友祐 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3

2444 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高2
2446 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 高2

6 埼玉栄 2212 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 2214 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高1

2208 武藤　大季 ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
2207 三好　幹太 ﾐﾖｼ ｶﾝﾀ 高3

7 桃山学院 5173 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 5171 丸谷　哲也 ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 高3

5169 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 高3
5170 山野　鉄朗 ﾔﾏﾉ ﾃﾂﾛｳ 高3

8 桐光学園 2685 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 高2
ﾄｳｺｳ 高校 2687 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高1

2683 三沢　健太 ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ 高2
2680 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 高3

Page: 13/13 Printing: 2010/08/17 13:51:31

加　盟

東  京

埼  玉

大  阪

神奈川

東  京

千  葉

千  葉

神奈川


