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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 県立浜松西 2117 小杉　海熙 ｺｽｷﾞ ｶｲｷ 中3
ｹﾝﾘﾂﾊﾏﾏﾂﾆｼ 中学 2118 原田　将登 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 中3

2119 鈴木　雅晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 中1
2120 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 中1

4 関 1345 小池　俊甫 ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 中3
ｾｷ 中学 1391 伊藤　直也 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 中1

1346 山野　裕輝 ﾔﾏﾉ ﾕｳｷ 中3
1347 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 中3

5 新津第一 1753 中村　亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中3
ﾆｲﾂﾀﾞｲｲﾁ 中学 1752 小林　隆成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 中3

1755 佐々木健介 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 中2
1756 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 中1

6 東邦大付東邦 1227 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中2
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌﾄｳﾄｳ 中学 1224 竹内　萌人 ﾀｹｳﾁ ﾓｴﾄ 中3

1226 岩佐　大輝 ｲﾜｻ ﾀﾞｲｷ 中2
1225 佐藤　潤弥 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 中3

7

8

9

Page: 1/5 Printing: 2016/08/17 15:41:12

千  葉

加　盟

静  岡

東  京

新  潟



第56回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
ダイエープロビスフェニックスプール                

スタートリスト

競技No.  8 男子    400m   フリーリレー   予選   5組   中学記録  3:29.83
  大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 さいたま土屋 1132 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 中3

ｻｲﾀﾏﾂﾁﾔ 中学 1131 武上　魁斗 ﾀｹｶﾞﾐ ｶｲﾄ 中3
1134 奥田　駿太 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 中1
1133 浪江　勝太 ﾅﾐｴ ｼｮｳﾀ 中1

1 春日部共栄 1104 田中　壮亮 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 中3
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 中学 1103 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 中3

1102 加藤　駿真 ｶﾄｳ ﾀｶﾏｻ 中3
1105 小出　基平 ｺｲﾃﾞ ｷｯﾍﾟｲ 中2

2 さいたま常盤 1108 佐々木涼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 中3
ｻｲﾀﾏﾄｷﾜ 中学 1109 田口　幸貴 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 中3

1107 山﨑　伊織 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｵﾘ 中3
1106 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中3

3 彦根東 2505 木川　慶太 ｷｶﾞﾜ ｹｲﾀ 中3
ﾋｺﾈﾋｶﾞｼ 中学 2506 朝山　　陽 ｱｻﾔﾏ ﾖｳ 中2

2507 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中2
2508 木村　嘉伸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉ 中2

4 長岡宮内 1717 片桐　紫苑 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｵﾝ 中3
ﾅｶﾞｵｶﾐﾔｳﾁ 中学 1720 丸山　銀士 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾞﾝｼﾞ 中2

1718 五井　智也 ｺﾞｲ ﾄﾓﾔ 中3
1715 秋山　怜慈 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 中3

5 蒲郡中部 2237 杉浦　涼一 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ 中1
ｶﾞﾏｺﾞｵﾘﾁ 中学 2236 小田　温生 ｵﾀﾞ ｱﾂｷ 中2

2235 杉浦　都環 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾜ 中2
2234 市川　雅貴 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｷ 中3

6 深谷上柴 1178 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 中2
ﾌｶﾔｶﾐｼﾊﾞ 中学 1175 寺田　真人 ﾃﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中3

1176 真鍋　遼大 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 中3
1177 小林　侑生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 中3

7 流山南部 1239 加藤　遥翔 ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 中2
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 1237 中尾　　祐 ﾅｶｵ ﾕｳ 中3

1240 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 中1
1236 相澤　翔駿 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 中3

8 城南静岡 2127 倉知　大和 ｸﾗﾁ ﾔﾏﾄ 中3
ｼﾞｮｳﾅﾝｼｽﾞｵｶ 中学 2128 齋藤　大気 ｻｲﾄｳ ｵｵｷ 中3

2129 渡邉　天太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾀ 中2
2126 鈴木　虎樹 ｽｽﾞｷ ﾄﾗｷ 中3

9 さいたま植竹 1124 伊藤信太朗 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 1125 竹中　　颯 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾃ 中3

1126 井ノ上　樹 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 中3
1123 伊藤　雅史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 中3
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3組
0 御所ケ丘 815 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中2

ｺﾞｼｮｶﾞｵｶ 中学 814 猪股　大地 ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 中2
812 羽賀圭太朗 ﾊｶﾞ ｹｲﾀﾛｳ 中3
813 佐藤　大旺 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中3

1 新津第五 1757 星山　　快 ﾎｼﾔﾏ ｶｲ 中3
ﾆｲﾂﾀﾞｲｺﾞ 中学 1760 岩野凜汰朗 ｲﾜﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

1759 諸橋　　悠 ﾓﾛﾊｼ ﾊﾙｶ 中3
1758 石﨑　陽介 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 中3

2 川崎宮前平 1455 岡本　大翔 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 中3
ｶﾜｻｷﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 1458 福島　明芽 ﾌｸｼﾏ ﾃﾙｶﾞ 中2

1457 新井田崇友 ﾆｲﾀﾞ ｼｭｳﾄ 中2
1456 鬼頭　秀明 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 中3

3 三条第一 1723 川上　　優 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾙ 中3
ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁ 中学 1724 韮澤　由吏 ﾆﾗｻﾜ ﾕｳﾘ 中3

1728 吉田　蒼波 ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 中2
1725 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中2

4 豊橋東部 2233 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中1
ﾄﾖﾊｼﾄｳﾌﾞ 中学 2231 野呂　和希 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 中3

2232 和田　楓河 ﾜﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 中3
2229 加藤　陽向 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 中3

5 野々池 2803 西村　大和 ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 中3
ﾉﾉｲｹ 中学 2802 平崎　翔太 ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ 中3

2805 藤原　大彰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 中3
2804 井上　大空 ｲﾉｳｴ ｿﾗ 中3

6 品野 2257 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 中3
ｼﾅﾉ 中学 2258 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

2256 梶田　英嗣 ｶｼﾞﾀ ｴｲｼﾞ 中3
2259 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 中2

7 小平四 1370 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 中3
ｺﾀﾞｲﾗﾖﾝ 中学 1371 阿部　文志 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾕｷ 中2

1372 前田　　燿 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 中2
1369 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 中3

8 川口十二月田 1148 鈴木　湧翔 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 中3
ｶﾜｸﾞﾁｼﾜｽﾀﾞ 中学 1147 笠原颯太郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 中3

1145 長田　剛侑 ｵｻﾀﾞ ｺﾞｳ 中3
1149 佐々木悠吾 ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ 中3

9 長峰 2820 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中2
ﾅｶﾞﾐﾈ 中学 2818 亀田　大誠 ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中3

2819 濵口　　陽 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙ 中2
2817 宮下　篤士 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 中3
Page: 3/5 Printing: 2016/08/17 15:41:16

埼  玉

兵  庫

加　盟

神奈川

新  潟

愛  知

兵  庫

愛  知

東  京

茨  城

新  潟



第56回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
ダイエープロビスフェニックスプール                

スタートリスト

競技No.  8 男子    400m   フリーリレー   予選   5組   中学記録  3:29.83
  大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 戸越台 1322 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中2

ﾄｺﾞｼﾀﾞｲ 中学 1321 加藤　優人 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 中3
1323 高田伊武紀 ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 中2
1320 園田　成龍 ｿﾉﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ 中3

1 逗子開成 1403 菅原　源太 ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 中3
ｽﾞｼｶｲｾｲ 中学 1405 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中1

1404 井上　結賀 ｲﾉｳｴ ﾕｲｶﾞ 中3
1402 寺島　俊結 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ 中3

2 刈谷東 2248 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2
ｶﾘﾔﾋｶﾞｼ 中学 2245 山田　　翼 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中3

2246 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ 中3
2247 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

3 広島安佐 3404 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 中3
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 3402 吉野　裕貴 ﾖｼﾉ ﾕｳｷ 中3

3401 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 中3
3403 鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 中3

4 春日部 1152 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 中3
ｶｽｶﾍﾞ 中学 1155 篠田　倖希 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｷ 中2

1153 中間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 中2
1156 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 中2

5 富山東部 1805 田中　逸爽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 中2
ﾄﾔﾏﾄｳﾌﾞ 中学 1803 山下　魁斗 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ 中2

1806 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中2
1804 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2

6 西中原 1442 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 中3
ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 1441 竹矢　歩未 ﾀｹﾔ ｱﾕﾐ 中3

1444 根岸　康大 ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 中2
1443 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2

7 日大豊山 1305 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 中2
ﾆﾁﾀﾌﾞｻﾞﾝ 中学 1302 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 中3

1303 磯　桜一朗 ｲｿ ｵｳｲﾁﾛｳ 中3
1306 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中1

8 古河二 817 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中3
ｺｶﾞﾆ 中学 819 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 中3

818 蓮見　正仁 ﾊｽﾐ ﾏｻﾋﾄ 中3
820 山越　春空 ﾔﾏｺｼ ﾊﾙ 中1

9 浅川 4023 足立佳次郎 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｼﾞﾛｳ 中2
ｱｻｶﾜ 中学 4036 山中　柊馬 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ 中2

4024 生山　荘大 ｲｷﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ 中2
4035 久保　和輝 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 中3
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5組
0 勝賀 3602 山下　素直 ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ 中3

ｶﾂｶﾞ 中学 3603 奥野　真央 ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ 中2
3604 髙橋　慶亘 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 中2
3601 小松　俊之 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 中3

1 宅峰 4004 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 中3
ﾀｸﾎｳ 中学 4006 高口　　晃 ｺｳｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 中3

4007 高口　　晟 ｺｳｸﾞﾁ ｱｷﾗ 中3
4005 平川　真成 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾙ 中3

2 湖西鷲津 2105 大坂　岳巳 ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ 中2
ｺｾｲﾜｼﾂﾞ 中学 2103 小澤　郁也 ｵｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 中3

2106 伊藤　天斗 ｲﾄｳ ﾀｶﾄ 中2
2104 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 中3

3 横浜金沢 1419 貝塚　将基 ｶｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 中3
ﾖｺﾊﾏｶﾅｻﾞﾜ 中学 1423 森本　　圭 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲ 中2

1420 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 中3
1421 前場　洋輝 ﾏｴﾊﾞ ﾋﾛｷ 中3

4 横浜港南 1411 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 中1
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 1409 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 中3

1410 河村　駿佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中2
1408 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3

5 さいたま内谷 1117 木根　景人 ｷﾉﾈ ｱｷﾄ 中3
ｻｲﾀﾏｳﾁﾔ 中学 1116 小數賀大樹 ｺｽｶﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

1114 金田　航史 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼ 中3
1115 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 中3

6 桐蔭学園 1435 神谷　琉成 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 中3
ﾄｲｲﾝｶﾞｸｴﾝ 中学 1437 石川　和磨 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 中3

1436 高山　睦月 ﾀｶﾔﾏ ﾑﾂｷ 中3
1438 寺田　昌太 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 中3

7 御田 2210 近藤　志祐 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中3
ﾐﾀ 中学 2211 平井　瑠稀 ﾋﾗｲ ﾘｭｳｷ 中3

2209 二村　颯音 ﾌﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 中3
2212 愛甲　竜雲 ｱｲｺｳ ﾘｮｳ 中2

8 山形二 602 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中2
ﾔﾏｶﾞﾀﾆ 中学 604 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中2

603 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中2
601 朝倉　航聖 ｱｻｸﾗ ｺｳｾｲ 中3

9 上宮 2704 阪谷　恒輔 ｻｶﾀﾆ ｺｳｽｹ 中2
ｳｴﾉﾐﾔ 中学 2702 岩田　駿作 ｲﾜﾀ ｼｭﾝｻｸ 中3

2703 北村龍太郎 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中3
2701 溝端　一真 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 中3
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