
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. 54 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
少年Ｂ              大会記録  3:46.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 岩  手 38 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 高1

ｲﾜﾃ 40 斉藤　聖隆 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 高1
39 一戸　元喜 ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ 高1
42 畠山　侑亜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｱ 中3

2 新  潟 382 種村　　凌 ﾀﾈﾑﾗ ﾘｮｳ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 383 大井　柊平 ｵｵｲ ｼｭｳﾍｲ 中3

381 金田　穂高 ｶﾈﾀﾞ ﾎﾀｶ 高1
376 内山　　海 ｳﾁﾔﾏ ｶｲ 高1

3 愛　知 486 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高1
ｱｲﾁ 490 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高1

488 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高1
492 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 中3

4 兵  庫 656 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 654 大谷　　洸 ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ 高1

657 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 高1
652 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高1

5 大　阪 614 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高1
ｵｵｻｶ 高校 615 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高1

618 矢頭　駿平 ﾔﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高1
616 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高1

6 静　岡 454 加藤　弘樹 ｶﾄｳ ｺｳｷ 高1
ｼｽﾞｵｶ 453 荒田　憲助 ｱﾗﾀ ｹﾝｽｹ 高1

455 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 中3
452 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高1

7 香　川 798 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 中3
ｶｶﾞﾜ 802 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 中3

797 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高1
799 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 中3

8 石　川 413 元谷　優快 ﾓﾄﾔ ﾕｶｲ 高1
ｲｼｶﾜ 高校 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
415 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 栃　木 136 郷　　祐馬 ｺﾞｳ ﾕｳﾏ 高1

ﾄﾁｷﾞ 135 倉林　拓矢 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高1
133 塩島　広規 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 高1
137 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 中3

2 山　形 80 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ 77 村上　優真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 高1

79 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 中3
78 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 高1

3 奈  良 690 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 中3
ﾅﾗ 688 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中3

687 長尾　泰明 ﾅｶﾞｵ ﾔｽｱｷ 高1
689 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 中3

4 埼  玉 193 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高1
ｻｲﾀﾏ 197 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 中3

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

5 東　京 263 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 264 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高1

261 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 高1
262 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高1

6 群  馬 159 赤坂　健太 ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ 高1
ｸﾞﾝﾏ 高校 157 是永　琢斗 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 高1

156 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高1
158 須崎　隼人 ｽｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 高1

7 鳥  取 730 高嶋　海杜 ﾀｶｼﾏ ｶｲﾄ 高1
ﾄｯﾄﾘ 731 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 中3

728 和島　悠貴 ﾜｼﾞﾏ ﾕｳｷ 高1
729 山本　　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 高1

8 福　井 424 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 高1
ﾌｸｲ 426 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ 高1

429 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中3
428 清水　悠吾 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 岡　山 742 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 高1

ｵｶﾔﾏ 745 安藤　貴政 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 中3
746 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 中3
744 国末　凌弥 ｸﾆｽｴ ﾘｮｳﾔ 中3

2 三　重 522 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高1
ﾐｴ 521 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 高1

525 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 中3
524 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 中3

3 山　口 780 白木　海斗 ｼﾗｷ ｶｲﾄ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁ 783 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 中3

781 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 高1
779 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高1

4 岐　阜 540 木下　大輔 ｷｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ｷﾞﾌ 543 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 中3

542 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 高1
541 杉山　稔弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 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 高校 308 永島　　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 高1

305 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高1
309 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高1

6 茨  城 119 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 118 佐藤　大空 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 高1

117 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高1
115 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高1

7 京　都 581 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 高1
ｷｮｳﾄ 578 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高1

580 永井　涼介 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 高1
582 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 中3

8 大　分 916 一ノ宮　陸 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾘｸ 中3
ｵｵｲﾀ 913 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高1

914 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高1
915 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 中3
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