
第８４回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
広島市総合屋内プール                              

スタートリスト

競技No. 74 男子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  7:18.59
  大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 小樽桜陽 1045 山田　　駿 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 高2

ｵｳﾖｳｺｳｺｳ 高校 1044 松浦　太志 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｼ 高3
1046 西岡　　塁 ﾆｼｵｶ ﾙｲ 高2
1043 小笠原　悠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳ 高3

1 多度津 8027 白川　大登 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ 高2
ﾀﾄﾞﾂ 高校 8024 白川　直哉 ｼﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 高3

8026 福田　達也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
8023 門脇　州佑 ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭｳｽｹ 高3

2 高松工芸 8006 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 高1
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 8003 納田　泰輔 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ 高2

8001 湊谷　　陸 ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ 高2
8002 佐々木龍吾 ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ 高2

3 市立沼田 7068 竹内　晴紀 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 7067 藤原　玲央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 高2

7069 濱野　史龍 ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ 高1
7070 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高1

4 霞ヶ浦 3008 香月　則人 ｶﾂｷ ﾉﾘﾋﾄ 高2
ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 高校 12 広瀬　元紀 ﾋﾛｾ ｹﾞﾝｷ 高2

3009 佐藤　　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 高2
3011 野村　幸史 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 高1

5 八戸工大一 2008 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 2005 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高3

2010 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 高1
2009 能正　将志 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｼ 高1

6 東北学院 2040 猪狩　達哉 ｲｶﾞﾘ ﾀﾂﾔ 高1
ｶﾞｸｲﾝ 高校 2038 赤澤　侑人 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾄ 高3

2039 髙橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 高1
2037 髙橋　昂邑 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾕｳ 高3

7 勝山 7027 山本　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 高3
ｶﾂﾔﾏｺｳ 高校 7028 大塚　瑛平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 高3

7030 西　祐太朗 ﾆｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
7029 福島　健太 ﾌｸｼﾏ ｹﾝﾀ 高3

8 松山北 8056 花山　天晴 ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 高3
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 8061 福永　竜星 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 高1

8060 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高2
8059 濱浦　了輔 ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2

9 苫小牧高専 1057 藤村　尚也 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 高3
ﾄﾏｺﾏｲｺｳｾ 高校 1055 桜井　　凌 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 高3

1056 門丹生啓介 ﾓﾝﾆｭｳ ｹｲｽｹ 高3
1058 岸本　悠希 ｷｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 高2
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スタートリスト

競技No. 74 男子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  7:18.59
  大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 津田学園 5184 村山　裕哉 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 高3

ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 5182 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 高3
5187 神田　祐介 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1
5185 北出　幸太 ｷﾀﾃﾞ ｺｳﾀ 高2

1 鹿児島情報 9086 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高2
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9084 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

9082 林　　彪吾 ﾊﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ 高3
206 宮下　環伍 ﾐﾔｼﾀ ｶﾝｺﾞ 高2

2 愛み大瑞穂 5069 美濃崎麗斗 ﾐﾉｻｷ ﾚｲﾄ 高3
MIZUHO 高校 5074 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高1

5073 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高2
5071 片倉　拓海 ｶﾀｸﾗ ﾀｸﾐ 高2

3 立教池袋 3357 芝本　新里 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｻﾄ 高3
ﾘｯｷｮｳｺｳ 高校 3361 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

3359 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2
3360 岡野　晃大 ｵｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2

4 大分雄城台 9073 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 9075 島末　侑我 ｼﾏｽｴ ﾕｳｶﾞ 高2

294 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 高2
9074 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高2

5 ルーテル学院 9113 田尻　直輝 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ 高1
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 9112 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 高3

9114 田上　大翔 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 高1
9111 嶋田　仁人 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高3

6 千葉商大付 3181 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 高3
SHODAI 高校 3184 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高2

3180 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高3
3185 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高1

7 武相 3386 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 高2
ﾌﾞｿｳ 高校 3382 安達　舜貴 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 高3

3385 緒方　大輔 ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2
3384 田中　武蔵 ﾀﾅｶ ﾑｻｼ 高3

8 北科大高 1003 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 1004 宮森　啓悟 ﾐﾔﾓﾘ ｹｲｺﾞ 高3

1009 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高1
1007 宇山　輝洋 ｳﾔﾏ ﾃﾙﾋﾛ 高2

9 関西 7035 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 高3
ｶﾝｾﾞｲｺｳ 高校 7037 鳥越　隼斗 ﾄﾘｺﾞｴ ﾊﾔﾄ 高2

7036 国末　凌弥 ｸﾆｽｴ ﾘｮｳﾔ 高2
7034 寺山　太喜 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｲｷ 高3
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競技No. 74 男子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  7:18.59
  大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 市立尼崎 6175 石谷　飛唯 ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ 高3

ICHIAMA 高校 6178 芳田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 高2
6177 豊福　啓太 ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ 高2
6174 橘　　大夢 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 高3

1 前橋育英 3057 高井　　翔 ﾀｶｲ ｼｮｳ 高2
ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴ 高校 3060 森島　　渉 ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ 高1

3053 岩井　　奨 ｲﾜｲ ｼｮｳ 高3
3056 高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高2

2 東福岡 9033 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高2
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 9034 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高1

9031 鬼丸　拓也 ｵﾆﾏﾙ ﾀｸﾔ 高2
194 牛島　　陸 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ 高2

3 西城陽 6047 伊藤　　輝 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 6046 岡田　悠大 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3

6044 和田　竜征 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 高3
6043 高山　大輔 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高3

4 日本文理 4052 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4057 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高1

4056 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2
4053 伊藤　　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ 高3

5 武南 241 小暮　悠雅 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾏ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3120 羽賀　公平 ﾊｶﾞ ｺｳﾍｲ 高3

3124 赤荻　　俊 ｱｶｵｷﾞ ｼｭﾝ 高2
3126 中山　　瞬 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ 高2

6 京都文教 6015 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高3
K.Bunkyo 高校 6014 福井　皓介 ﾌｸｲ ｺｳｽｹ 高3

6018 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 高2
6016 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 高2

7 日大高 3395 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3393 尾﨑　雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

63 清水　智弘 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
3392 小澤　眞輝 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｷ 高3

8 和歌山北 6249 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 6247 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 高3

6248 鎌田滉二郎 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高3
159 小林翔希弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｷﾔ 高3

9 作新学院 3029 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高1
ｻｸｼﾝｺｳｺｳ 高校 3030 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高1

3027 直井　和真 ﾅｵｲ ｶｽﾞﾏ 高2
3028 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 関大北陽 6103 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高1

ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6102 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高2
6101 磯野　海渡 ｲｿﾉ ｶｲﾄ 高3
6100 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

1 佐賀学園 9060 渋谷　栄樹 ｼﾌﾞﾔ ｴｲｷ 高3
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 9062 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 高2

9064 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高1
204 梅野　流生 ｳﾒﾉ ﾙｲ 高2

2 関西学院高 6195 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高2
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 6193 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3

6194 岩橋　佑真 ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ 高3
6192 福間　寛久 ﾌｸﾏ ﾋﾛﾋｻ 高3

3 東北 2048 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高1
ﾄｳﾎｸ 高校 2046 加藤　立晟 ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高2

2042 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3
2043 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 高3

4 磐田農業 5050 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 5052 内田　葉月 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 高3

5055 稲葉　亮介 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 高1
5054 内田　　嵐 ｳﾁﾀﾞ ｱﾗｼ 高2

5 花咲徳栄 3095 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3098 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高2

3092 若林　雄斗 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高3
3094 木暮　　渉 ｺｸﾞﾚ ｼｮｳ 高3

6 須磨学園 6201 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6202 川北　知輝 ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ 高2

6203 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 高1
6199 中村　魁人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3

7 県立浦和 3113 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 3116 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 高2

3117 川島　由伸 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高2
3114 水上　大河 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ 高3

8 法政二 3421 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3425 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1

3424 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 高2
3420 平田　晃大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 高3

9 埼玉栄 3141 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3137 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

3140 滝沢　　健 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝ 高3
3139 本庄　智貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 佐賀商業 9052 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高3

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 9050 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3
9051 小田　　樹 ｵﾀﾞ ﾀﾂｷ 高3
9054 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 高2

1 中越 4063 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 4066 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3

4067 皆川　孝佑 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 高3
4068 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3

2 札幌大谷 1016 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 1019 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

1021 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高1
1018 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高2

3 太成学院大高 6123 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 高3
ﾀｲｾｲ 高校 6130 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高1

6127 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
6124 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3

4 報徳学園 6223 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 6230 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高1

6224 アハマド隼人 ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ 高3
6219 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3

5 湘南工大附 3364 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3366 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3

3367 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 高3
3369 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

6 近畿大附 6157 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6158 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高1

6150 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
6152 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

7 小松市立 4015 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 高3
ｺﾏﾂｼﾘﾂ 高校 4017 池端　俊哉 ｲｹﾊﾀ ﾄｼﾔ 高2

4016 山本　達矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高3
4014 椎野　一樹 ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ 高3

8 長岡大手 4033 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4027 星野　源大 ﾎｼﾉ ｹﾞﾝﾀ 高3

4028 金田　穂高 ｶﾈﾀﾞ ﾎﾀｶ 高3
4029 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 高2

9 天理 6240 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 高2
ﾃﾝﾘ 高校 6241 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高2

6242 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 高2
6243 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 高2
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競技No. 74 男子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  7:18.59
  大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 常総学院 3013 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3

ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 15 菊地　優希 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 高2
3015 田所　諒馬 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾘｮｳﾏ 高3
3017 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 高3

1 京都外大西 6030 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2
KGN 高校 6024 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3

6033 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高1
6023 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高3

2 慶応 3412 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高2
ｹｲｵｳ 高校 3407 成田虎太郎 ﾅﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 高3

3413 村上幸汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高1
3405 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高3

3 桐光学園 3466 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 高2
ﾄｳｺｳ 高校 3467 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1

3462 伊藤　一樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 高3
3463 名和　将大 ﾅﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 高3

4 日大豊山 3300 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 3303 吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ 高3

3306 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高1
3299 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3

5 市川 6185 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 6186 中務　貴文 ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ 高3

6189 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高2
6190 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2

6 名古屋 5108 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 5101 早瀬　勝己 ﾊﾔｾ ｶﾂﾐ 高3

5104 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高3
5107 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 高2

7 九産大附九州 9009 塩田　　駿 ｼｵﾀ ｼｭﾝ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 9008 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高2

9003 木下　椋登 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ 高3
9006 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 高2

8 九州学院 9100 古本　　怜 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ 高3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 9099 渡辺　稜斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 高3

9097 東　　千尋 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 高3
9096 下田　晴也 ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾔ 高3

9 大体大浪商 6082 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高1
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 6078 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 高3

6075 髙瀬　　渉 ﾀｶｾ ﾜﾀﾙ 高3
6080 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 高2
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競技No. 74 男子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  7:18.59
  大会記録  7:23.02

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 武蔵野 3274 堀内　海仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 高3

ﾑｻｼﾉ 高校 3276 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高2
3279 佐藤　元宣 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 高1
3273 佐藤　友宣 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 高3

1 中京大中京 5113 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 高3
CHUKYO 高校 5119 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高2

5120 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高2
5115 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2

2 淑徳巣鴨 3317 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3320 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1

3318 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 高2
3321 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高1

3 飛龍 5023 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 5030 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1

5026 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2
5022 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

4 豊川 5142 舩橋　拓人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 5150 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2

5146 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
5143 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高3

5 春日部共栄 3074 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 3076 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高2

3079 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高1
3073 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3

6 尾鷲 5178 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 高3
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 5179 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 高3

5177 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高3
5176 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高3

7 桃山学院 6112 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 6119 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高1

6113 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高2
6118 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1

8 四條畷学園 6068 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 6069 原　　尚稔 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 高1

6070 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 高1
6067 平田　大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2

9 八王子 3260 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3255 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 高3

3259 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 高2
3254 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高3
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