
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. 89 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
少年Ａ              大会記録  3:39.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 山　梨 347 稲岡　大飛 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾄ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 345 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 高3

344 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 高3
348 井上　滋瑛 ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ 高2

2 大　分 913 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 914 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高2

915 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高2
912 井門　裕暁 ｲﾄﾞ ﾋﾛｱｷ 高3

3 福  岡 836 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 838 堂本　恭平 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 高3

835 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
840 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 高3

4 神奈川 312 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 313 永島　　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 高2

309 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 高3
314 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高2

5 愛　知 494 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高2
ｱｲﾁ 高校 495 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高2

496 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 高2
491 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 高3

6 岐　阜 555 木下　大輔 ｷｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｷﾞﾌ 高校 560 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高1

557 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 高2
556 杉山　稔弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 高2

7 香　川 787 詫間　健矢 ﾀｸﾏ ｹﾝﾔ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 786 伊達　直也 ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 高3

790 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高2
788 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 青　森 30 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高2
ｱｵﾓﾘ 高校 31 中村　　航 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2

29 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 高3
32 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高2

2 石　川 434 元谷　優快 ﾓﾄﾔ ﾕｶｲ 高2
ｲｼｶﾜ 高校 433 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 高2

435 椎野　一樹 ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ 高2
436 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 高2

3 宮  城 45 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 47 安斎　翔太 ｱﾝｻｲ ｼｮｳﾀ 高2

44 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 高3
46 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 高2

4 兵  庫 675 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 673 大谷　　洸 ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ 高2

676 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 高2
671 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高2

5 福　島 89 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 90 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高3

92 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3
91 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 高3

6 滋　賀 578 中村　夏樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 高2
ｼｶﾞ 高校 575 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 高3

576 川部　健太 ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾀ 高3
577 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3

7 新  潟 391 鈴木　　賢 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 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
393 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高2
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3組
0

1 宮　崎 922 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高2
ﾐﾔｻﾞｷ 高校 921 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 高3

923 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 高2
920 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 高3

2 京　都 592 松本　渚生 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｵ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 594 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高2

590 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高3
588 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高3

3 大　阪 632 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 高3
ｵｵｻｶ 高校 635 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高2

628 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高3
636 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2

4 埼  玉 195 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 196 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

197 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高2
193 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 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 269 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高3

266 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 高3
268 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高3

6 茨  城 113 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 112 佐藤　大空 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 高2

111 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高2
110 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高2

7 静　岡 459 中村　一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 460 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高2

461 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高2
457 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高3

8 福　井 966 森本　健太 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
ﾌｸｲ 高校 968 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ 高2

967 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 高2
965 松本　大輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高3
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