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スタートリスト

競技No. 10 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組   中学記録  3:45.71
  大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 西山 4317 村上賢之慎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ 中2
ｾｲｻﾞﾝ 中学 4316 藤山純太朗 ﾌｼﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾀﾛ 中2

4309 長川　　匠 ｵｻｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 中3
4314 小林　紀貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾀｶ 中3

2 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 1716 田中　智尋 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 中3

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

3 川口十二月田 1150 山崎颯太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ 中2
ｶﾜｸﾞﾁｼﾜｽﾀﾞ 中学 1146 清水　大介 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 中3

1147 笠原颯太郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 中3
1149 佐々木悠吾 ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ 中3

4 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 1177 小林　侑生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 中3

1179 武井　佑樹 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 中1
1176 真鍋　遼大 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 中3

5 勝賀 3604 髙橋　慶亘 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 中2
ｶﾂｶﾞ 中学 3603 奥野　真央 ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ 中2

3602 山下　素直 ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ 中3
3601 小松　俊之 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 中3

6 芳野 1808 中出　航希 ﾅｶﾃﾞ ｺｳｷ 中3
ﾖｼﾉ 中学 1810 中出　悠太 ﾅｶﾃﾞ ﾕｳﾀ 中3

1809 中出　勇斗 ﾅｶﾃﾞ ﾊﾔﾄ 中3
1811 北本　舜暉 ｷﾀﾓﾄ ﾐﾂｷ 中3

7 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 1404 井上　結賀 ｲﾉｳｴ ﾕｲｶﾞ 中3

1479 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中1
1405 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 潮南 2306 竹田　匡太 ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳﾀ 中3

ﾁｮｳﾅﾝ 中学 2304 直江　篤樹 ﾅｵｴ ｱﾂｷ 中3
2307 横江　徹哉 ﾖｺｴ ﾃﾂﾔ 中2
2305 関口　凌聖 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 中3

1 関西大学第一 2705 中山　雄賀 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 中3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｲ 中学 2708 生悦住勝也 ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ 中1

2706 水野　駿一 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｲﾁ 中2
2707 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中2

2 東邦大付東邦 1225 佐藤　潤弥 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 中3
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

1228 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 中1
1227 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中2

3 桐蔭学園 1438 寺田　昌太 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 中3
ﾄｲｲﾝｶﾞｸｴﾝ 中学 1439 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 中2

1437 石川　和磨 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 中3
1435 神谷　琉成 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 中3

4 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 1459 小泉　龍馬 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ 中2

1458 福島　明芽 ﾌｸｼﾏ ﾃﾙｶﾞ 中2
1456 鬼頭　秀明 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 中3

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 1804 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2

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

6 刈谷東 2246 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ 中3
ｶﾘﾔﾋｶﾞｼ 中学 2247 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

2249 岩月　瑠架 ｲﾜﾂｷ ﾘｭｶ 中2
2248 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2

7 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 3403 鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 中3

3401 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 中3
3402 吉野　裕貴 ﾖｼﾉ ﾕｳｷ 中3

8 若松第三 708 星　　研心 ﾎｼ ｹﾝｼﾝ 中3
ﾜｶﾏﾂﾀﾞｲｻﾝ 中学 709 後藤小太郎 ｺﾞﾄｳ ｺﾀﾛｳ 中3

710 高橋　竜佑 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 中2
707 磯田　芳樹 ｲｿﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

9 関 1347 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 中3
ｾｷ 中学 1348 下方　勇輝 ｹﾞﾎｳ ﾕｳｷ 中2

1346 山野　裕輝 ﾔﾏﾉ ﾕｳｷ 中3
1345 小池　俊甫 ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 横浜金沢 1483 貝塚　航基 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 中1

ﾖｺﾊﾏｶﾅｻﾞﾜ 中学 1420 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 中3
1419 貝塚　将基 ｶｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 中3
1421 前場　洋輝 ﾏｴﾊﾞ ﾋﾛｷ 中3

1 長岡東北 1707 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 中1
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 1705 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中2

1702 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 中3
1703 磯部　広務 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛﾑ 中3

2 山形二 604 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中2
ﾔﾏｶﾞﾀﾆ 中学 603 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中2

602 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中2
601 朝倉　航聖 ｱｻｸﾗ ｺｳｾｲ 中3

3 県立松山西 3808 曽我部望晏 ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ 中3
ｹﾝﾘﾂﾏﾂﾔﾏﾆｼ 中学 3809 三好　　凜 ﾐﾖｼ ﾘﾝ 中2

3806 森本　耕大 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 中3
3807 田口　彼威 ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ 中3

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 2229 加藤　陽向 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 中3

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

5 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 1123 伊藤　雅史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 中3

1126 井ノ上　樹 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 中3
1125 竹中　　颯 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾃ 中3

6 流山南部 1238 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 中2
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 1235 佐藤　大翔 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 中3

1237 中尾　　祐 ﾅｶｵ ﾕｳ 中3
1236 相澤　翔駿 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 中3

7 川崎有馬 1452 尾野山息吹 ｵﾉﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 中3
ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学 1453 鈴木　雄洋 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 中2

1454 原澤　　凜 ﾊﾗｻﾜ ﾘﾝ 中1
1451 小西　　竣 ｺﾆｼ ｼｭﾝ 中3

8 早稲田実業 1309 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 中3
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 中学 1310 藤井　航太 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 中2

1311 髙岡　寛大 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄ 中2
1312 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中2

9 取手二 809 岡本　大輝 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2
ﾄﾘﾃﾞﾆ 中学 806 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 中3

807 堀　　翔太 ﾎﾘ ｼｮｳﾀ 中2
808 永田　憂樹 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 中2
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学校

4組
0 川崎稲田 1463 藤田　卓己 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 中2

ｶﾜｻｷｲﾅﾀﾞ 中学 1461 福山　　洵 ﾌｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 中3
1464 関口　広太 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 中2
1462 久保　雄誠 ｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 中2

1 三条第一 1728 吉田　蒼波 ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 中2
ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁ 中学 1729 秋田　崇吾 ｱｷﾀ ｿｳｺﾞ 中2

1723 川上　　優 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾙ 中3
1725 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中2

2 さいたま常盤 1187 阿部　将馬 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 中2
ｻｲﾀﾏﾄｷﾜ 中学 1106 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中3

1109 田口　幸貴 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 中3
1108 佐々木涼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 中3

3 宅峰 4006 高口　　晃 ｺｳｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 中3
ﾀｸﾎｳ 中学 4007 高口　　晟 ｺｳｸﾞﾁ ｱｷﾗ 中3

4004 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 中3
4005 平川　真成 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾙ 中3

4 日大豊山 1304 佐久間雄士 ｻｸﾏ ﾀｹｼ 中3
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

1305 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 中2
1306 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中1

5 川口上青木 1137 大杉　拓巳 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ 中3
ｶﾜｸﾞﾁｶﾐｱｵｷ 中学 1138 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 中3

1140 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 中3
1139 星　　琉斗 ﾎｼ ﾘｭｳﾄ 中2

6 春日部 1154 箕山　龍門 ﾐﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中2
ｶｽｶﾍﾞ 中学 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
1152 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 中3

7 立教池袋 7002 米川　文人 ﾖﾈｶﾜ ﾌﾐﾄ 中3
ﾘｯｷｮｳｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 7003 宮本　拓茂 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸｼｹﾞ 中3

7005 桐山　心成 ｷﾘﾔﾏ ｼﾅ 中2
7004 宮地　晴希 ﾐﾔｼﾞ ﾊﾙｷ 中3

8 香大附属坂出 3608 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中1
ｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸｻｶｲﾃﾞ 中学 3607 西川聡一郎 ﾆｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2

3606 山田　陽喜 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 中2
3605 稲尾　海音 ｲﾅｵ ｶｲﾄ 中3

9 横浜港南 1409 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 中3
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 1475 影山　剛士 ｶｹﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 中2

1411 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 中1
1408 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3
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