
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. 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
0 山　梨 348 井上　滋瑛 ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ 高2

ﾔﾏﾅｼ 高校 345 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 高3
347 稲岡　大飛 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾄ 高2
346 保坂　彰吾 ﾎｻｶ ｼｮｳｺﾞ 高3

1 和歌山 990 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 992 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高1

991 内籐　一勢 ﾅｲﾄｳ ｲｯｾｲ 高3
989 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 高3

2 茨  城 111 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 115 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 高2

108 越塚　幸司 ｺｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 高3
114 宇賀　　健 ｳｶﾞ ﾀｹﾙ 高2

3 大　阪 634 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高2
ｵｵｻｶ 高校 636 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2

631 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高3
628 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高3

4 埼  玉 192 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 193 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 高3

197 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高2
190 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 高3

5 兵  庫 677 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 674 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高2

672 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高2
671 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高2

6 三　重 531 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 高3
ﾐｴ 高校 532 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 高2

534 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高2
533 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高2

7 新  潟 393 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 390 北見　優帆 ｷﾀﾐ ﾕｳﾎ 高3

395 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
392 吉岡　康樹 ﾖｼｵｶ ﾔｽｷ 高3

8 宮　崎 923 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 高2
ﾐﾔｻﾞｷ 高校 920 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 高3

921 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 高3
922 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 福　井 969 清水　悠吾 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 高2

ﾌｸｲ 高校 965 松本　大輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高3
967 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 高2
972 濱手　太秀 ﾊﾏﾃ ﾀｲｼｭｳ 高1

1 大　分 913 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 915 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高2

914 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高2
912 井門　裕暁 ｲﾄﾞ ﾋﾛｱｷ 高3

2 静　岡 457 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 461 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高2

458 戸崎　　祐 ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ 高3
455 金刺　将平 ｶﾈｻﾞｼ ｼｮｳﾍｲ 高3

3 京　都 590 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 591 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 高3

588 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高3
593 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高2

4 神奈川 308 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 312 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高2

314 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高2
307 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高3

5 東　京 271 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 272 吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ 高2

268 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高3
267 岡本　卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 高3

6 福　島 91 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 89 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 高3

92 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3
90 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高3

7 北海道 10 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 7 松村　翔太 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 高3

9 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高2
8 千代　真道 ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 高3

8 愛　媛 813 三好　健介 ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ 高3
ｴﾋﾒ 高校 816 荻原　裕貴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 高2

815 花山　天晴 ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 高2
814 西村　尚樹 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 高2
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