
第70回国民体育大会水泳競技大会                    
紀の国わかやま国体                                
秋葉山公園県民水泳場                              

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  3:14.38
少年Ｂ              大会記録  3:27.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 宮　崎 925 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 高1
ﾐﾔｻﾞｷ 926 長沼　暁典 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾉﾘ 高1

924 早田　晴喜 ﾜｻﾀﾞ ﾊﾙｷ 高1
927 川崎　廉生 ｶﾜｻｷ ﾚﾝｾｲ 中3

2 大　阪 641 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高1
ｵｵｻｶ 637 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高1

638 松永　　和 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ 高1
642 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中3

3 兵  庫 682 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 685 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 中3

681 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高1
680 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高1

4 愛　知 501 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高1
ｱｲﾁ 高校 502 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高1

500 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高1
499 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高1

5 福　島 95 戸田　和弥 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高1
ﾌｸｼﾏ 高校 93 菊地　　奏 ｷｸﾁ ｶﾅﾝ 高1

96 吉田　拓実 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 高1
97 木村　陽太 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 高1

6 茨  城 116 香月　則人 ｶﾂｷ ﾉﾘﾋﾄ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 117 佐藤　　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 高1

118 丸田　修平 ﾏﾙﾀ ｼｭｳﾍｲ 高1
119 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 中3

7 鳥  取 727 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 中3
ﾄｯﾄﾘ 726 高野　竜也 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ 中3

725 高野　隼也 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾔ 中3
724 小原　健吾 ｵﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 山　梨 354 依田　和樹 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中3
ﾔﾏﾅｼ 353 藤原　　岳 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾞｸ 高1

350 長田　　諒 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳ 高1
352 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 高1

2 和歌山 996 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高1
ﾜｶﾔﾏ 高校 994 野﨑　健裕 ﾉｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 高1

995 井上　俊哉 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾔ 高1
993 中谷　太一 ﾅｶﾀﾆ ﾀｲﾁ 高1

3 奈  良 713 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 高1
ﾅﾗ 高校 711 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 高1

714 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 高1
712 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高1

4 東　京 277 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 高1
ﾄｳｷｮｳ 279 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高1

280 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 中3
276 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高1

5 京　都 597 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高1
ｷｮｳﾄ 598 奥野　　幹 ｵｸﾉ ｶﾝ 中3

601 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 中3
600 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 中3

6 千　葉 235 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高1
ﾁﾊﾞ 239 野呂　一期 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 中3

238 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 中3
237 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高1

7 山　形 76 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ 75 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 中3

74 槙　　竜汰 ﾏｷ ﾘｭｳﾀ 高1
72 須藤　智貴 ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 岩  手 950 佐々木悠斗 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 中3
ｲﾜﾃ 中学 952 千田　涼人 ﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 中3

954 千葉　悠生 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｾ 中3
953 島野　悠平 ｼﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 中3

2 福  岡 841 永野　泰紀 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｷ 高1
ﾌｸｵｶ 847 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 中3

843 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高1
845 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 中3

3 北海道 14 村上幸汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 15 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 中3

13 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 高1
12 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高1

4 神奈川 319 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 318 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 高1

317 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高1
315 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1

5 埼  玉 204 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 中3
ｻｲﾀﾏ 201 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高1

200 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 高1
199 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高1

6 静　岡 465 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 中3
ｼｽﾞｵｶ 462 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高1

464 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 高1
463 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1

7 香　川 791 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高1
ｶｶﾞﾜ 793 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高1

792 納田　泰輔 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ 高1
796 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 中3

8 長　野 374 中村　　翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 高1
ﾅｶﾞﾉ 高校 373 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 高1

376 松澤　幸祐 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高1
375 帯川　隼輔 ｵﾋﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 高1
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