
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. 18 男子    800m   リレー   予選   3組 日本記録  7:02.26
少年Ａ              大会記録  7:23.15

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 香　川 901 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 903 丸山　仁志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 高3

902 藤本　啓嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 高3
899 藤澤　　圭 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲ 高3

3 和歌山 795 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 797 木下　和樹 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ 高2

794 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 高3
796 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 高2

4 石　川 477 中村　怜央 ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高2
ｲｼｶﾜ 高校 478 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 高2

474 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高3
476 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3

5 千　葉 270 菅原　一樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 271 平野　　誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 高3

274 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 高2
268 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 高3

6 埼  玉 233 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 230 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高3

232 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 高2
228 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 高3

7 神奈川 352 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 354 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 高3

355 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 高3
356 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高2

8 群  馬 199 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 195 須川　雅也 ｽｶﾜ ﾏｻﾔ 高3

198 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
197 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 新  潟 434 浅野　雄亮 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 435 東條　雄太 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ 高2

438 坂田　　匠 ｻｶﾀ ﾀｸﾐ 高2
431 小林　剛之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾕｷ 高3

3 愛　媛 939 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 高2
ｴﾋﾒ 高校 935 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 高3

937 今本隆之介 ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
938 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 高2

4 京　都 653 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 658 藤本　　凌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 高2

656 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 高2
651 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高3

5 愛  知 547 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 高3
ｱｲﾁ 高校 550 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 高3

554 村上　欣義 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 高2
552 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 高3

6 大　阪 697 北之坊知樹 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ 高2
ｵｵｻｶ 高校 698 中川　薫平 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ 高2

694 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3
691 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 高3

7 福  岡 970 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 972 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 高2

969 大川　恭司 ｵｵｶﾜ ｷｮｳｼﾞ 高3
967 濱田　勝彌 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 高3

8 秋　田 89 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 高3
ｱｷﾀ 高校 88 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 高3

92 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 高2
90 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 高3

9 長　野 406 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 408 伊藤　宏樹 ｲﾄｳ ｺｳｷ 高3

407 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高3
405 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3
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3組
1

2 鹿児島 1084 井関　凌大 ｲｾｷ ﾘｮｳﾀ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 1087 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 高2

1082 岩下　幸平 ｲﾜｼﾀ ｺｳﾍｲ 高3
1081 富田　浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 高3

3 静　岡 510 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 512 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高3

514 黒田　景太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 高2
511 早川裕一朗 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高3

4 兵  庫 734 三木　進平 ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 733 手塚　祐樹 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 高3

739 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 高2
732 松本　宗士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 高3

5 東　京 313 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 314 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高3

310 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 高3
316 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

6 宮  城 69 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 67 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 高3

64 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 高3
66 吉野　雄太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 高3

7 熊　本 1036 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 高2
ｸﾏﾓﾄ 高校 1035 野間剣太朗 ﾉﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

1038 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 高2
1037 瀬戸口裕嗣 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼ 高2

8 山　形 110 奥山　翔太 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 108 佐々木　友 ｻｻｷ ﾕｳ 高2

109 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 高2
107 岡崎　洸大 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 高3

9 岩  手 45 村田　剛志 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 高2
ｲﾜﾃ 高校 42 阿部　悠太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 高3

43 髙橋　　純 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 高2
44 藤村　優太 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾀ 高2
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