
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. 91 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
成年                大会記録  3:33.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 茨  城 107 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 104 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ

106 越塚　友昭 ｺｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ 大2
105 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大4

2 愛　媛 811 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大3
ｴﾋﾒ 810 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ

809 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
812 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大2

3 兵  庫 664 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ
ﾋｮｳｺﾞ 669 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 大2

663 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ
666 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大4

4 神奈川 302 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大4
ｶﾅｶﾞﾜ 303 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 大4

304 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大4
301 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ

5 千　葉 228 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 大3
ﾁﾊﾞ 229 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大3

224 藤井　拓郎 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾛｳ
227 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大3

6 鹿児島 931 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 大2
ｶｺﾞｼﾏ 930 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 大3

929 坂口　智悟 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓｻﾄ 大4
928 西山賢太郎 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ

7 石　川 431 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 大2
ｲｼｶﾜ 大学 432 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大2

429 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 大4
430 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 大4
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2組
0

1 北海道 4 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 5 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 大2

1 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大4
2 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大4

2 熊　本 884 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大3
ｸﾏﾓﾄ 883 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 大4

882 池端　宏文 ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ
885 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大2

3 岐　阜 551 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大3
ｷﾞﾌ 550 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 大4

552 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 大3
547 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

4 東　京 262 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ
ﾄｳｷｮｳ 260 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ

265 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大1
261 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ

5 大　阪 623 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 大4
ｵｵｻｶ 622 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 大4

621 木村　勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
626 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大2

6 新  潟 385 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
ﾆｲｶﾞﾀ 388 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ

384 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
389 吉澤　敦希 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｷ 大4

7 岡　山 737 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 大2
ｵｶﾔﾏ 大学 738 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 大1

735 笹井　俊宏 ｻｻｲ ﾄｼﾋﾛ 大4
736 来間　隆史 ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ 大4
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3組
0

1 宮  城 43 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 大3
ﾐﾔｷﾞ 大学 42 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 大3

41 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 大3
40 木村　雅人 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 大4

2 京　都 582 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ
ｷｮｳﾄ 585 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 大3

586 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大2
584 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大3

3 愛　知 485 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大3
ｱｲﾁ 大学 484 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 大3

487 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大2
489 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大1

4 埼  玉 183 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
ｻｲﾀﾏ 188 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 大3

187 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大3
189 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大2

5 静　岡 451 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
ｼｽﾞｵｶ 大学 452 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 大4

450 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 大4
453 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大3

6 福  岡 831 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大3
ﾌｸｵｶ 833 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 大2

832 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大2
830 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ

7 和歌山 988 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 大2
ﾜｶﾔﾏ 987 上西　穂高 ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ 大4

986 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ
980 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ

8 大　分 909 植木　海帆 ｳｴｷ ｶｲﾎ 大2
ｵｵｲﾀ 大学 908 堤　　大陸 ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ 大4

911 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 大1
910 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 大1
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