
第69回国民体育大会水泳競技                        
長崎がんばらんば国体                              
長崎市民総合プール                                

スタートリスト

競技No. 16 男子    400m   フリーリレー   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 山　梨 340 井上　滋瑛 ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ 高1

ﾔﾏﾅｼ 339 稲岡　大飛 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾄ 高1
341 堀内　栄元 ﾎﾘｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ 高1
342 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

2 宮　崎 927 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 中3
ﾐﾔｻﾞｷ 926 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 高1

928 長沼　暁典 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾉﾘ 中3
925 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高1

3 愛　知 492 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 中3
ｱｲﾁ 485 舩橋　拓人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ 高1

491 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 中3
489 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

4 兵  庫 658 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 653 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高1

652 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高1
655 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高1

5 千　葉 228 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 高1
ﾁﾊﾞ 230 平野勝汰朗 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1

231 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 中3
229 山本　裕真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 高1

6 三　重 525 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 中3
ﾐｴ 523 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 高1

522 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高1
524 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 中3

7 岡　山 746 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 中3
ｵｶﾔﾏ 742 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 高1

744 国末　凌弥 ｸﾆｽｴ ﾘｮｳﾔ 中3
743 房野　泰知 ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福　井 428 清水　悠吾 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 高1

ﾌｸｲ 427 青山　勝征 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 高1
429 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中3
425 緒方　敦大 ｵｶﾞﾀ ｱﾂﾋﾛ 高1

2 群  馬 158 須崎　隼人 ｽｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 高1
ｸﾞﾝﾏ 161 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 中3

160 高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 中3
156 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高1

3 新  潟 376 内山　　海 ｳﾁﾔﾏ ｶｲ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 378 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高1

379 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高1
377 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高1

4 東　京 268 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 中3
ﾄｳｷｮｳ 262 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高1

267 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 中3
263 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高1

5 大　阪 613 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高1
ｵｵｻｶ 高校 617 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 高1

612 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 高1
616 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高1

6 山　口 781 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁ 高校 782 太田　功誠 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 高1

778 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 高1
779 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高1

7 香　川 799 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 中3
ｶｶﾞﾜ 801 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 中3

800 納田　泰輔 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ 中3
797 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高1

8 石　川 415 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 高1
ｲｼｶﾜ 417 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 中3

412 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 高1
414 椎野　一樹 ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 岩  手 39 一戸　元喜 ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ 高1

ｲﾜﾃ 38 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 高1
42 畠山　侑亜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｱ 中3
41 照井二千翔 ﾃﾙｲ ﾆﾁｶ 高1

2 京　都 582 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 中3
ｷｮｳﾄ 579 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高1

577 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高1
581 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 高1

3 茨  城 117 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 115 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高1

116 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高1
120 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 高1

4 埼  玉 192 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高1
ｻｲﾀﾏ 195 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 中3

196 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 中3
191 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高1

5 神奈川 307 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 309 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高1

310 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中3
306 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高1

6 北海道 9 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 10 宮森　啓悟 ﾐﾔﾓﾘ ｹｲｺﾞ 高1

12 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 中3
11 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高1

7 静　岡 452 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高1
ｼｽﾞｵｶ 456 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 中3

455 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 中3
451 岡野　広治 ｵｶﾉ ｺｳｼﾞ 高1

8 栃　木 137 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 中3
ﾄﾁｷﾞ 133 塩島　広規 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 高1

134 齋藤颯一郎 ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 高1
136 郷　　祐馬 ｺﾞｳ ﾕｳﾏ 高1
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