
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. 89 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
少年Ａ              大会記録  3:39.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 秋田県 90 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 高3
ｱｷﾀｹﾝ 高校 92 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 高2

88 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 高3
89 石井　　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ 高3

3 鹿児島県 1086 中村　康二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 高2
ｶｺﾞｼﾏｹﾝ 高校 1083 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 高3

1087 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 高2
1081 富田　浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 高3

4 岐阜県 604 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 高3
ｷﾞﾌｹﾝ 高校 609 加藤　　遥 ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 高2

608 鷲﨑　智行 ｽｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 高2
606 川合　　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 高3

5 神奈川県 354 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 高3
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 高校 357 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

356 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高2
352 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高3

6 愛媛県 936 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 高3
ｴﾋﾒｹﾝ 高校 934 亀岡幸太郎 ｶﾒｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 高3

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

7 石川県 478 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 高2
ｲｼｶﾜｹﾝ 高校 473 刈本　天斗 ｶﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ 高3

475 小島　海人 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 高3
476 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3

8 岡山県 838 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 高2
ｵｶﾔﾏｹﾝ 高校 836 瀬角　健太 ｾｽﾐ ｹﾝﾀ 高3

839 三宅　啓介 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ 高2
837 中川　達哉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高2

9 熊本県 1033 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 高3
ｸﾏﾓﾄｹﾝ 高校 1034 林田　公威 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐﾀｹ 高3

1032 田上　勇気 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 高3
1036 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 新潟県 437 小諸　和真 ｺﾓﾛ ｶｽﾞﾏ 高2
ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ 高校 438 坂田　　匠 ｻｶﾀ ﾀｸﾐ 高2

432 小日向恭太 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3
434 浅野　雄亮 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 高3

3 栃木県 177 野間　隼斗 ﾉﾏ ﾊﾔﾄ 高2
ﾄﾁｷﾞｹﾝ 高校 174 小林　亜蘭 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗﾝ 高3

175 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 高3
176 塚﨑　俊和 ﾂｶｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 高3

4 東京都 316 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
ﾄｳｷｮｳﾄ 高校 315 宇都宮壱基 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 高2

311 大竹　郁也 ｵｵﾀｹ ﾌﾐﾔ 高3
313 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高3

5 千葉県 269 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 高3
ﾁﾊﾞｹﾝ 高校 272 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 高3

268 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 高3
270 菅原　一樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 高3

6 奈良県 773 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ 高2
ﾅﾗｹﾝ 高校 774 湯地　智紀 ﾕｼﾞ ﾄﾓｷ 高2

776 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 高1
772 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 高3

7 宮城県 64 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 高3
ﾐﾔｷﾞｹﾝ 高校 68 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 高3

71 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
69 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 高3

8 京都府 657 片岡　誠也 ｶﾀｵｶ ｾｲﾔ 高2
ｷｮｳﾄﾌ 高校 654 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

655 川脇樹希也 ｶﾜﾜｷ ｼﾞｭｷﾔ 高3
653 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 高3

9 福井県 493 岡田　奎一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 高2
ﾌｸｲｹﾝ 高校 491 横田　拓朗 ﾖｺﾀ ﾀｸﾛｳ 高3

494 武田　一斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 高2
492 三橋　智也 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓﾔ 高3
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3組
1

2 群馬県 195 須川　雅也 ｽｶﾜ ﾏｻﾔ 高3
ｸﾞﾝﾏｹﾝ 高校 196 松崎　勝優 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 高3

197 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 高2
199 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 高2

3 大阪府 696 立花槙次郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ 高3
ｵｵｻｶﾌ 高校 695 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 高3

692 公門　和輝 ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ 高3
690 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 高3

4 埼玉県 231 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏｹﾝ 高校 228 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 高3

229 牧田　卓也 ﾏｷﾀ ﾀｸﾔ 高3
233 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高2

5 愛知県 551 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 高3
ｱｲﾁｹﾝ 高校 553 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 高2

549 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 高3
550 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 高3

6 福岡県 966 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 高3
ﾌｸｵｶｹﾝ 高校 971 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高2

970 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 高2
968 山口　勇輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高3

7 福島県 133 芦谷原香太 ｱｼﾔﾊﾗ ｺｳﾀ 高3
ﾌｸｼﾏｹﾝ 高校 131 鈴木　皓大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 高3

134 小川　潤也 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
130 五十嵐一樹 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ 高3

8 兵庫県 737 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高2
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 高校 738 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 高2

733 手塚　祐樹 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 高3
735 梅澤　涼太 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 高3

9 山形県 108 佐々木　友 ｻｻｷ ﾕｳ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ 高校 107 岡崎　洸大 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 高3

109 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 高2
110 奥山　翔太 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高2
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