
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. 18 男子    800m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  7:02.26
少年Ａ              大会記録  7:22.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 山　梨 334 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 高3

ﾔﾏﾅｼ 高校 335 矢崎　友哉 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 高3
333 鈴木　大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
338 保坂　彰吾 ﾎｻｶ ｼｮｳｺﾞ 高2

2 奈  良 684 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
ﾅﾗ 高校 683 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 高3

686 栁本　純希 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 高2
685 上野　隆登 ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ 高3

3 愛　知 482 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 高2
ｱｲﾁ 高校 480 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高3

484 田中　良磨 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 高2
481 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高3

4 東　京 255 内田　　航 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 260 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 高2

256 岡本　卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
257 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高2

5 京　都 574 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 569 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高3

576 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 高2
575 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高2

6 和歌山 712 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 706 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 高3

709 木村　匡克 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 高3
710 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 高2

7 滋　賀 554 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2
ｼｶﾞ 高校 552 森時　啓司 ﾓﾘﾄｷ ｹｲｼ 高3

553 森原　和也 ﾓﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 高2
551 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 高3
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2組
1 大　分 906 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高3

ｵｵｲﾀ 高校 909 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 高3
911 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高2
910 井門　裕暁 ｲﾄﾞ ﾋﾛｱｷ 高2

2 静　岡 449 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 448 金刺　将平 ｶﾈｻﾞｼ ｼｮｳﾍｲ 高2

444 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3
443 松下　和生 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ 高3

3 大　阪 609 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高2
ｵｵｻｶ 高校 610 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 高2

605 寺岡　太一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 高3
608 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 高3

4 埼  玉 186 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 189 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 高2

184 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 高3
188 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 高2

5 神奈川 296 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 303 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高2

301 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 高3
304 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高2

6 千　葉 225 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 222 落合　孝充 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾐﾂ 高3

226 市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 高2
223 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 高3

7 岩  手 34 小松代和磨 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾏ 高3
ｲﾜﾃ 高校 37 塚野　晃人 ﾂｶﾉ ｱｷﾄ 高2

35 吉田　　考 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 高3
36 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 高2
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