
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. 54 男子    400m   メドレーリレー   予選   2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
0 岩  手 951 小笠原伊吹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 中3

ｲﾜﾃ 中学 953 島野　悠平 ｼﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 中3
954 千葉　悠生 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｾ 中3
950 佐々木悠斗 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 中3

1 山　形 71 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 73 佐藤　　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 高1

70 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 高1
75 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 中3

2 香　川 795 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 中3
ｶｶﾞﾜ 794 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高1

793 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高1
791 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高1

3 福　島 97 木村　陽太 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 高1
ﾌｸｼﾏ 高校 94 渡邊　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 高1

96 吉田　拓実 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 高1
95 戸田　和弥 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高1

4 埼  玉 202 高田　悠生 ﾀｶﾀ ﾊﾙｷ 高1
ｻｲﾀﾏ 201 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高1

203 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 中3
199 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高1

5 京　都 601 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 中3
ｷｮｳﾄ 596 柴原　充生 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ 高1

600 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 中3
597 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高1

6 千　葉 236 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 234 中西芳明ｱﾚｯｸｽ ﾅｶﾆｼﾖｼｱｷ ｱﾚｯ 高1

233 平野　裕汰 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 高1
237 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高1

7 栃　木 137 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高1
ﾄﾁｷﾞ 139 髙橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高1

138 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高1
140 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 中3

8 和歌山 994 野﨑　健裕 ﾉｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 高1
ﾜｶﾔﾏ 999 岩﨑　健人 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾄ 中3

997 根来　智徳 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾉﾘ 高1
996 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 愛　媛 819 濱家　隆佑 ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ 中3

ｴﾋﾒ 820 薬師寺康輔 ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ 中3
817 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高1
818 川村　　空 ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ 高1

1 岐　阜 561 近藤　蒼真 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 中3
ｷﾞﾌ 562 柴田帆志己 ｼﾊﾞﾀ ﾎｼｷ 中3

559 平野　奨馬 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾏ 高1
558 伊藤　新盛 ｲﾄｳ ｼﾝｾｲ 高1

2 福  岡 844 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1
ﾌｸｵｶ 846 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 中3

842 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 高1
843 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高1

3 大　阪 639 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 高1
ｵｵｻｶ 高校 640 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高1

637 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
641 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 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 316 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高1

320 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中3
315 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1

5 愛　知 504 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 中3
ｱｲﾁ 497 碓井　康平 ｳｽｲ ｺｳﾍｲ 高1

498 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高1
500 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高1

6 東　京 273 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 275 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

274 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高1
279 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高1

7 兵  庫 678 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 684 斉藤　　迅 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 中3

682 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高1
681 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高1

8 宮　崎 926 長沼　暁典 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾉﾘ 高1
ﾐﾔｻﾞｷ 927 川崎　廉生 ｶﾜｻｷ ﾚﾝｾｲ 中3

924 早田　晴喜 ﾜｻﾀﾞ ﾊﾙｷ 高1
925 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 高1
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