
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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 札幌西 59 渡辺　　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 高1
ｻｯﾎﾟﾛﾆｼ 高校 20 浅利　　慧 ｱｻﾘ ｹｲ 高2

61 口野　風斗 ｸﾁﾉ ﾌｳﾄ 高3
60 椛澤　　諒 ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｮｳ 高3

3 八幡浜 7039 阿部　晃大 ｱﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 高3
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 7036 菊地駿一郎 ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 高3

7038 竹迫　佑樹 ﾀｹｻｺ ﾕｳｷ 高3
7040 長尾玲央奈 ﾅｶﾞｵ ﾚｵﾅ 高2

4 県立岐阜商 3226 奥田　昌太 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ｹﾝﾘﾂｷﾞﾌｼｮｳ 高校 3227 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 高2

3228 長屋　吉輝 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼｷ 高1
3229 水谷　尚睦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵﾁｶ 高1

5 新田 7045 中野　洋介 ﾅｶﾉ ﾖｳｽｹ 高3
ﾆｯﾀ 高校 7049 亀岡幸太郎 ｶﾒｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 高1

7047 後藤　孝輔 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ 高2
7048 野中　颯太 ﾉﾅｶ ﾊﾔﾀ 高1

6 函館中部 31 大関　颯太 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ 高2
ｶﾝﾁｭｳ 高校 64 鈴木　祥夫 ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ 高1

32 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 高1
65 三上　勇人 ﾐｶﾐ ﾊﾔﾄ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 鹿児島甲南 8154 黒瀬誉士人 ｸﾛｾ ﾖｼﾄ 高3
ｺｳﾅﾝ 高校 8153 吉田　紳吾 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 高3

8155 加治屋翔大 ｶｼﾞﾔ ｼｮｳﾀﾞｲ 高2
8152 柳　　礼央 ﾔﾅｷﾞ ﾚｵ 高3

3 海南 5036 船越　啓太 ﾌﾅｺｼ ｹｲﾀ 高2
ｶｲﾅﾝ 高校 5035 上松　知稀 ｳｴﾏﾂ ﾄﾓｷ 高2

5034 稲垣　智哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾔ 高2
5038 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 高1

4 弘前工業 1007 成田　清剛 ﾅﾘﾀ ｷﾖﾋｻ 高1
ﾋﾛｻｷｺｳｷﾞｮ 高校 1008 横山　　良 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 高1

1005 横山健太郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
1006 山田　凱大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 高2

5 報徳学園 5331 福原　佳樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ 高1
ﾎｳﾄｸ 高校 5327 辻上　明徳 ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｱｷﾉﾘ 高2

5326 中川　健吾 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ 高3
5328 久保　翔一 ｸﾎﾞ ｼｮｳｲﾁ 高2

6 玉野光南 6028 吉澤　政弥 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 高2
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 6027 森本　瑞樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高2

6029 河本　佳祐 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｽｹ 高2
6026 来間　隆史 ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ 高2

7 尚志学園 4 鈴木　貴翔 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴ 高校 8 前田　峻輝 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ 高1

3 小野　祐輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 高3
9 浜垣　辰哉 ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 高崎商業 2083 吉田　匠汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2

ﾀｶｻｷｼｮｳ 高校 2081 富岡　　俊 ﾄﾐｵｶ ｼｭﾝ 高3
2079 片山　弘太 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 高3
2084 畑村　卓哉 ﾊﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

2 佐賀学園 棄権
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校

3 盛岡南 1048 栃丸　　練 ﾄﾁﾏﾙ ﾚﾝ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 1155 舞草 裕輝 ﾏｲｸｻ ﾕｳｷ 高2

1049 松原　竜典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
1047 渡邉　敬太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 高2

4 郡山 1133 北條　晃樹 ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高3
ｺｵﾘﾔﾏ 高校 1134 鈴木　綾太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高3

1136 鈴木　健史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 高3
1135 我妻　柊哉 ｱｽﾞﾏ ﾄｳﾔ 高3

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 5090 角田　　裕 ｽﾐﾀﾞ ﾕﾀｶ 高2

5087 關　　貴之 ｾｷ ﾀｶﾕｷ 高3
5345 石原　智啓 ｲｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ 高3

6 愛産大三河 3178 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 高3
ﾐｶﾜ 高校 3179 黒柳　　竣 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝ 高1

3176 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 高3
3177 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 高3

7 常翔啓光学園 5214 屋田　一将 ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 高3
ｹｲｺｳ 高校 5212 末吉　拓也 ｽｴﾖｼ ﾀｸﾔ 高3

5215 花森　友哉 ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ 高3
5213 所田　和希 ｼｮﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高3

8 唐津商業 8082 金持　義和 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 高2
ｶﾗﾂｼｮｳ 高校 8080 田邉　賢是 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 高3

8079 金持　正信 ｶﾅｼﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 高3
8081 稲葉　桂亮 ｲﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 日大三島 3005 越村　清隆 ｺｼﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲ 高校 3006 芹澤　伶磨 ｾﾘｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 高2
3001 渡辺　大祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
3002 深澤　宏理 ﾌｶｻﾜ ｺｳｽｹ 高3

2 鹿児島情報 8165 富田　浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 高1
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 8166 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 高1

8164 井手口雄飛 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 高3
8163 揚野　真章 ｱｹﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 高3

3 小松大谷 4029 山形　雄人 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 高3
ｺﾏﾂｵｵﾀﾆ 高校 4035 庄田　優志 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 高2

4027 東　　洋輔 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ 高3
4028 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 高3

4 白鴎大足利 2041 荒川　和也 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 2042 金子　　涼 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 高2

2039 瀬良　健太 ｾﾗ ｹﾝﾀ 高3
2040 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 高2

5 関大北陽 5162 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 5160 津村　一輝 ﾂﾑﾗ ｲｯｷ 高2

5364 松井　大樹 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高3
5159 西山　太亮 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｽｹ 高3

6 山梨学院高 2743 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 高3
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 2745 長田　雄貴 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 高3

2747 村松弘勇紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 高2
2744 池田　俊樹 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 高3

7 長崎南山 8208 品川　博光 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 高2
ﾅﾝｻﾞﾝ 高校 8089 馬場誠士朗 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｼﾛｳ 高3

8090 村﨑　　薫 ﾑﾗｻｷ ｶｵﾙ 高3
8091 松本　拓巳 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 高3

8 川崎橘 2704 河又　紀三 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼﾐ 高1
ｶﾜ･ﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 2700 伊藤　大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 高2

2695 矢嶋　貴郁 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 高3
2693 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 愛工大名電 3157 小出　悠平 ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾍｲ 高3

ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 3162 潮田　航大 ｳｼｵﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 高2
3159 森　　亮文 ﾓﾘ ｱｷﾌﾐ 高3
3158 波多野雅也 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾔ 高3

2 興誠 3052 中村　祥平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 高3
ｺｳｾｲ 高校 3053 土屋　亮晶 ﾂﾁﾔ ｶﾂｱｷ 高3

3056 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高1
3054 本田　湧己 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 高2

3 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 5308 髙岡　　航 ﾀｶｵｶ ﾜﾀﾙ 高3

5309 長尾　将孝 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾀｶ 高2
5315 村川　　遼 ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ 高1

4 武蔵野 2425 大河原麗生 ｵｵｶﾜﾗ ﾚｵ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 2424 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 高3

2427 岩井　　涼 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 高2
2428 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 高2

5 洛南 5042 小野　　優 ｵﾉ ｽｸﾞﾙ 高3
ﾗｸﾅﾝ 高校 5040 荒川　　孟 ｱﾗｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 高3

5044 松見　浩史 ﾏﾂﾐ ﾋﾛｼ 高2
5045 細川　大夢 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ 高1

6 駒場 2340 大山　和也 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 高3
ｺﾏﾊﾞ 高校 2343 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 高2

2341 梶沼　正義 ｶｼﾞﾇﾏ ﾏｻﾖｼ 高2
2339 岡田　理史 ｵｶﾀﾞ ﾘﾋﾄ 高3

7 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 2167 松尾慎太郎 ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

2169 安藤　一歩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾎ 高2
2168 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 高3

8 市川学園 2271 木村　祐平 ｷﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 高1
ｲﾁｶﾜｶﾞｸｴ 高校 2266 斉藤　俊二 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 高3

2269 村元　建太 ﾑﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2
2267 岩井　翔太 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6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 1112 進藤　健太 ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 高2
1111 齋藤　　誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 高2
1107 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 高3

2 大館国際情報 1021 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高3
ｵｵﾀﾃｺｸｻｲ 高校 1024 伊藤　雅也 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 高2

1025 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 高1
1023 畠山　　理 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ 高3

3 初芝立命館 5152 櫛引　俊樹 ｸｼﾋﾞｷ ﾄｼｷ 高2
ﾊﾂｼﾊﾞﾘﾂﾒ 高校 5151 田村祥太郎 ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

5148 神野　雄司 ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 高3
5149 山内　英暉 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 高3

4 逗子開成 2543 石井　孝明 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 高2
ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校 2541 金子　翔磨 ｶﾈｺ ｼｮｳﾏ 高3

2542 土井　寛喜 ﾄﾞｲ ﾋﾛｷ 高2
2544 原　　貫太 ﾊﾗ ｶﾝﾀ 高1

5 津田学園 3218 岩田　伊織 ｲﾜﾀ ｲｵﾘ 高2
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 3291 福谷　成希 ﾌｸﾀﾆ ﾅﾙｷ 高1

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

6 佐伯鶴城 8130 渡辺　匠己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 高2
ｶｸｼﾞｮｳ 高校 8132 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 高2

8129 星野　広光 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾐﾂ 高3
8131 中野　浩平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高2

7 東北学院 1073 星　　和樹 ﾎｼ ｶｽﾞｷ 高3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 高校 1069 武田　雄貴 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 高3

1070 佐藤　桂輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 高3
1075 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 高1

8 市尼崎 5257 上島　　俊 ｳｴｼﾏ ｼｭﾝ 高3
ｲﾁｱﾏｻｷ 高校 5262 川本　秀一 ｶﾜﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 高2

5259 竹嶋　勇介 ﾀｹｼﾏ ﾕｳｽｹ 高3
5258 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7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 2314 高橋　　諒 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 高2
2307 井上　祐介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 高3
2310 久保園　修 ｸﾎﾞｿﾞﾉ ｼｭｳ 高3

2 成田 2235 久保　祐貴 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 2238 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 高1

2234 尾中　宗貴 ｵﾅｶ ﾑﾈﾀｶ 高3
2236 前田　哲郎 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 高2

3 明和県央 2073 阿部　桂祐 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 高3
ﾒｲﾜｹﾝｵｳ 高校 2072 金子　裕介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ 高3

2071 比嘉　凌太 ﾋｶﾞ ﾘｮｳﾀ 高3
2074 高山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 高2

4 大垣商業 3237 大倉　秀隆 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 3240 長屋　昌志 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｼ 高2

3238 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 高3
3242 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 高1

5 丸亀 7068 徳永　祐一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 高3
ﾏﾙｶﾞﾒ 高校 7067 藤間　祐次 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 高3

7066 北山　翔太 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3
7071 徳永　智之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 高1

6 世田谷学園 2489 大坪　駿也 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ 高1
ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸ 高校 2486 川島　孝哉 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ 高2

2490 周　　賢史 ｼｭｳ ｹﾝｼ 高1
2487 大貫　　健 ｵｵﾇｷ ｹﾝ 高1

7 磐田農業 3065 黒野　大地 ｸﾛﾉ ﾀﾞｲﾁ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 3070 村松　洋汰 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳﾀ 高1

3069 寺澤　旬哉 ﾃﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
3067 村松　駿太 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 高2

8 九産大九州 8008 深堀健二郎 ﾌｶﾎﾘ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高2
ｷｭｳｼｭｳ 高校 8015 石川　孝章 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 高1

8011 石井　昂雄 ｲｼｲ ﾀｶｵ 高2
8006 川上　倖史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 高3

Page: 7/12 Printing: 2010/08/19 11:12:06

静  岡

福  岡

加　盟

群  馬

岐  阜

香  川

東  京

千  葉

千  葉



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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 京都外大西 5352 柴村　拓馬 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 高3

ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 5063 本間　　匠 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 高3
5067 上田　雄太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3
5065 中嶋　亮互 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 高3

2 関西 6015 田中　祥史 ﾀﾅｶ ﾖｼﾌﾐ 高3
ｶﾝｾﾞｲ 高校 6018 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 高1

6017 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 高2
6019 尾刀　周希 ｵｶﾞﾀ ｼｭｳｷ 高1

3 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

1012 中曽根功也 ﾅｶｿﾈ ｺｳﾔ 高2
1013 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 高2

4 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 2511 島崎将太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

2510 清水畑裕亮 ｼﾐｽﾞﾊﾀ ﾕｳｽｹ 高3
2509 丸山　　涼 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高3

5 千葉商大付 2288 江刺　知樹 ｴｻｼ ﾄﾓｷ 高2
ﾁｼｮｳﾀﾞｲﾌ 高校 2295 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 高1

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

6 淑徳巣鴨 2498 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 2497 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 高1

2491 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 高3
2493 増田　聖怜 ﾏｽﾀﾞ ｾﾚﾝ 高3

7 筑陽学園 8034 丸山龍太郎 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高2
ﾁｸﾖｳｶﾞｸｴﾝ 高校 8033 川畑　佑平 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾍｲ 高3

8036 大川　恭司 ｵｵｶﾜ ｷｮｳｼﾞ 高1
8035 分部　　渚 ﾜｹﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 高1

8 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 2640 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 高1

2637 佐藤　健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 高2
2639 小池　光展 ｺｲｹ ﾐﾉﾌﾞ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 武南 2188 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 高1

ﾌﾞﾅﾝ 高校 2186 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
2184 近藤陽紫樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 高2
2180 綱島　海門 ﾂﾅｼﾏ ｶｲﾄ 高3

2 和歌山北 5024 松島　有志 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 5026 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ 高2

5028 戸田　喬介 ﾄﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 高1
5027 吉野　悠太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 高2

3 春日部共栄 2110 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高1
ｷｮｳｴｲ 高校 2111 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 高1

2106 新井　智騎 ｱﾗｲ ﾄﾓｷ 高2
2104 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

4 東北 1089 清野　尚哉 ｾｲﾉ ﾅｵﾔ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 1091 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

1094 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 高1
1088 岸野健太郎 ｷｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

5 愛み大瑞穂 3095 森本　健太 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1
MIZUHO 高校 3096 田中　　玄 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 高1

3093 岸　　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ 高2
3092 羽賀　大記 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｷ 高2

6 東福岡 8041 前田　悠帆 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾎ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 8039 平方　雄太 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳﾀ 高3

8042 秦　　康平 ｼﾝ ｺｳﾍｲ 高1
8198 藤井　　涼 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 高2

7 早稲田実業 2451 八木原　統 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 2442 浅田裕太郎 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高3

2444 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高2
2443 長谷川友祐 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3

8 日大高 2595 鈴木　　衞 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 2603 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 高2

2596 三浦　拓真 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 高3
2601 藤江　　陸 ﾌｼﾞｴ ﾘｸ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 名古屋 3121 森谷　　駿 ﾓﾘﾀﾆ ｼｭﾝ 高2

ﾅｺﾞﾔ 高校 3122 榊原　　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 高2
3125 湯浅　泰旺 ﾕｱｻ ﾀｲｵｳ 高1
3124 福本優一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

2 桐蔭学園 2665 前田　時生 ﾏｴﾀﾞ ﾄｷｵ 高3
ﾄｳｲﾝ 高校 2669 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 高2

2672 福島　優介 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ 高1
2671 内藤　寿輝 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｷ 高2

3 鎮西 8105 杉本　洋輔 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高3
ﾁﾝｾﾞｲ 高校 8106 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 高3

8109 竹之下友義 ﾀｹﾉｼﾀ ﾄﾓｱｷ 高3
8108 米田　翔一 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 高3

4 近畿大附 5228 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 5230 水谷　記章 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘｱｷ 高2

5227 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 高3
5229 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 高2

5 埼玉栄 2208 武藤　大季 ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 2205 外川　貴大 ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ 高3

2212 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 高1
2214 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高1

6 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 2684 伊東　篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 高2

2686 森　　雅和 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 高2
2687 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高1

7 市立沼田 6041 立山　祐輝 ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 6047 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 高2

6085 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高1
6045 岡野　大輝 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 高3

8 飛龍 3024 原田　　克 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 高2
ﾋﾘｭｳ 高校 3026 馬場　拓哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ 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
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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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 桃山学院 5168 井上　晃伸 ｲﾉｳｴ ｱｷﾉﾌﾞ 高3

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 5172 原田　崚平 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮﾍｲ 高2
5176 中川　　海 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｲ 高2
5171 丸谷　哲也 ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 高3

2 市立船橋 2245 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 高3
ｲﾁﾌﾅ 高校 2253 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 高2

2249 渡邊　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高3
2254 堀籠　大輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 高2

3 九州学院 8103 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 高1
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 8101 松浦　佑紀 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ 高2

8097 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高3
8098 福島　拓朗 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾛｳ 高2

4 日大豊山 2462 塚田　惟玖 ﾂｶﾀﾞ ｲｸ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 2467 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高1

2459 田中　佑弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高3
2458 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 高3

5 湘南工大附 2557 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 2551 本井　　涼 ﾓﾄｲ ﾘｮｳ 高2

2548 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 高3
2549 矢野　貴寛 ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ 高3

6 大体大浪商 5119 氏林　七海 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 高3
ﾅﾐｼｮｳ 高校 5125 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 高2

5118 氏林　武尊 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 高3
5116 安枝　　勇 ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ 高3

7 慶応 2625 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 高1
ｹｲｵｳ 高校 2619 西岡　　尚 ﾆｼｵｶ ﾀｶ 高3

2623 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高2
2621 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 高2

8 長岡大手 4056 石黒　博己 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4059 安澤京一郎 ｱﾝｻﾞﾜ ｷｮｳｲﾁﾛ 高2

4058 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
4060 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ 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. 36 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組   高校記録  3:39.98
  大会記録  3:41.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

12組
1 市川 5277 荒木　良輔 ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ 高3

ｲﾁｶﾜ 高校 5278 櫃田　皓大 ﾋﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高3
5285 森下　健土 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾄ 高2
5279 小谷　　亮 ｺﾀﾆ ﾘｮｳ 高3

2 中京大中京 3136 成田　峻輔 ﾅﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ 高2
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 3129 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高3

3134 小川　勇登 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高2
3130 野田　　樹 ﾉﾀﾞ ｲﾂｷ 高3

3 太成学院大高 5182 小川　将平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 高3
ﾀｲｾｲ 高校 5184 冨井　洸一 ﾄﾐｲ ｺｳｲﾁ 高3

5188 東　　大貴 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 高2
5187 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 高2

4 豊川 3186 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 高3
ﾄﾖｶﾜ 高校 3184 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 高3

3180 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ 高3
3183 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 高3

5 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

6 八王子 2399 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 2401 倉田　幹大 ｸﾗﾀ ﾐｷﾋﾛ 高3

2407 佐藤　広隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 高2
2402 横尾　和樹 ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ 高3

7 作新学院 2028 斉藤　　巧 ｻｲﾄｳ ﾀｸ 高3
ｻｸｼﾝ 高校 2033 小林　亜蘭 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗﾝ 高1

2030 髙野　　潤 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 高2
2026 笹沼　亮太 ｻｻﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 高3

8 前橋育英 2067 大野　賢也 ｵｵﾉ ｹﾝﾔ 高2
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 2070 松崎　勝優 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 高1

2064 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高3
2066 新井　　亮 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 高2
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