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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. 56 男子    200m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  1:28.69
成年                大会記録  1:28.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 大　分 911 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大1

ｵｵｲﾀ 大学 908 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 大4
909 植木　海帆 ｳｴｷ ｶｲﾎ 大2
910 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 大1

1 北海道 1 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 2 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大4

3 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 大3
4 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大2

2 千　葉 227 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大3
ﾁﾊﾞ 225 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

230 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ 大2
231 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大1

3 静　岡 448 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 449 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

451 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
453 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大3

4 岐　阜 547 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ
ｷﾞﾌ 549 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ

548 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
552 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 大3

5 東　京 261 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ
ﾄｳｷｮｳ 263 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大4

259 麻生　剛弘 ｱｿｳ ﾖｼﾋﾛ
262 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ

6 兵  庫 667 西井　　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 大4
ﾋｮｳｺﾞ 663 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ

664 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ
666 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大4

7 三　重 528 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 大3
ﾐｴ 大学 529 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 大1

527 甫本　研太 ﾎﾓﾄ ｹﾝﾀ 大3
526 三好　　達 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ 大3

8 佐　賀 864 前田　浩史 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ
ｻｶﾞ 868 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大2

865 坂本　章記 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ
867 日髙　郁弥 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ 大4
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2組
0 茨  城 105 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大4

ｲﾊﾞﾗｷ 107 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 大1
106 越塚　友昭 ｺｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ 大2
104 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ

1 群  馬 154 髙山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 大4
ｸﾞﾝﾏ 155 浮島　直登 ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ 大2

152 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ
156 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大2

2 大　阪 624 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 大3
ｵｵｻｶ 大学 625 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大3

623 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 大4
626 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大2

3 神奈川 306 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 305 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 大3

302 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大4
301 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ

4 埼  玉 182 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ
ｻｲﾀﾏ 184 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ

186 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 大4
189 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大2

5 愛　知 487 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大2
ｱｲﾁ 483 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ

485 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大3
489 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大1

6 和歌山 983 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ
ﾜｶﾔﾏ 982 下田　　瑛 ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾗ

981 平　　拓也 ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ
984 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ

7 愛　媛 810 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ
ｴﾋﾒ 812 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大2

811 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大3
809 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 京　都 586 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大2
ｷｮｳﾄ 大学 584 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大3

583 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3
587 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大1

9 長　野 365 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ
ﾅｶﾞﾉ 369 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大1

367 松田　優太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 大3
368 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大3
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