
第67回国民体育大会水泳競技会                      
                                                  
長良川スイミングプラザ                            

スタートリスト

競技No. 16 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:14.73
少年Ｂ              大会記録  3:27.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 香　川 908 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 中3
ｶｶﾞﾜ 906 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 高1

907 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 中3
905 細川　　瞬 ﾎｿｶﾜ ｼｭﾝ 高1

3 兵  庫 741 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 745 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 中3

743 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 高1
746 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 中3

4 広  島 864 田中洸太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 高1
ﾋﾛｼﾏ 高校 863 山崎　健介 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｽｹ 高1

862 佐野　駿平 ｻﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高1
865 林　　寛人 ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ 高1

5 宮  城 76 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 中3
ﾐﾔｷﾞ 75 岡田　大季 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

74 遠藤　一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 高1
72 吉越　隆樹 ﾖｼｺｼ ﾘｭｳｷ 高1

6 埼  玉 239 堀尾多輝人 ﾎﾘｵ ﾀｷﾄ 高1
ｻｲﾀﾏ 238 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 高1

241 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 中3
240 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 中3

7 岩  手 47 小松代和磨 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾏ 高1
ｲﾜﾃ 50 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 中3

48 吉田　　考 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 高1
49 畠山　和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 高1

8 茨  城 153 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 151 豊田　樹央 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾂｵ 高1

155 石川　　亮 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 中3
154 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 高1

9 山　形 111 本間　大地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 114 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 中3

112 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 高1
113 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 秋　田 93 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 高1
ｱｷﾀ 97 齋藤　慎悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 中3

96 大高　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
94 村上　　岳 ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ 高1

3 和歌山 805 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 中3
ﾜｶﾔﾏ 799 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 高1

802 森田　悠己 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 高1
798 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 高1

4 大　阪 701 藤原　諒大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ 高1
ｵｵｻｶ 704 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 中3

702 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 中3
703 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中3

5 東　京 319 岡田　昇真 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾏ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 321 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 高1

318 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 高1
317 森重　拓朗 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 高1

6 愛  知 558 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高1
ｱｲﾁ 557 津田　拓也 ﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 高1

560 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 中3
555 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 高1

7 京　都 660 森田　路典 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾉﾘ 高1
ｷｮｳﾄ 659 武田　一星 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 高1

662 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高1
665 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 中3

8 徳　島 924 溝木　竣也 ﾐｿﾞｷ ｼｭﾝﾔ 高1
ﾄｸｼﾏ 927 國見　哲平 ｸﾆﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 中3

925 山科　徹朗 ﾔﾏｼﾅ ﾃﾂﾛｳ 中3
926 安藝　文哉 ｱｷ ﾌﾐﾔ 中3

9 長　野 415 久保田直輝 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 中3
ﾅｶﾞﾉ 411 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高1

412 宮澤　歩夢 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 中3
413 畔上進太郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
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3組
1 山　梨 388 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 高1

ﾔﾏﾅｼ 390 保　　暁人 ﾎﾞｳ ｱｷﾄ 高1
391 赤澤　　柊 ｱｶｻﾜ ｼｭｳ 中3
389 矢崎　友哉 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 高1

2 群  馬 202 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 高1
ｸﾞﾝﾏ 201 石関　悠司 ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 高1

203 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3
204 天田　雄大 ｱﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

3 滋　賀 637 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 高1
ｼｶﾞ 641 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 中3

640 森原　和也 ﾓﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 中3
639 大塚　智裕 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 中3

4 千　葉 279 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 277 落合　孝充 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾐﾂ 高1

278 谷川　　凌 ﾀﾆｶﾜ ﾘｮｳ 高1
276 河合　涼介 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 高1

5 神奈川 359 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 363 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 中3

362 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
361 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高1

6 福　島 140 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 中3
ﾌｸｼﾏ 137 本田　祐也 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 高1

135 佐瀬　大夢 ｻｾﾞ ﾋﾛﾑ 高1
138 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 中3

7 北海道 15 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 11 鈴木　　那 ｽｽﾞｷ ﾄﾓ 高1

12 丸山　政駿 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 高1
14 松村　翔太 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中3

8 福  岡 974 池田雄太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
ﾌｸｵｶ 973 植田　一輝 ｳｴﾀﾞ ｲｯｷ 高1

976 鵜池　海大 ｳｲｹ ｶｲﾀ 高1
979 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 中3

9 新  潟 439 星川　省吾 ﾎｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 443 鈴木　　賢 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 中3

442 池田　森人 ｲｹﾀﾞ ﾓﾘﾄ 中3
440 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 高1

Page: 3/3 Printing: 2012/09/15 9:43:59

新  潟

加　盟

神奈川

福  島

北海道

福  岡

山  梨

群  馬

滋  賀

千  葉


