
第７１回国民体育大会水泳競技大会                  
希望郷いわて国体                                  
盛岡市立総合プール                                

スタートリスト

競技No. 16 男子    400m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:14.17
少年Ｂ              大会記録  3:27.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 茨  城 1145 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中3

ｲﾊﾞﾗｷ 1146 井田　真斗 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中3
1147 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 中3
1144 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 高1

2 滋　賀 1607 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高1
ｼｶﾞ 1611 河田　結人 ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ 中3

1610 新谷　晃生 ﾆｲﾔ ｺｳｷ 中3
1608 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高1

3 埼  玉 1229 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 中3
ｻｲﾀﾏ 1227 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 高1

1228 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高1
1226 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高1

4 新  潟 1425 松橋　一吹 ﾏﾂﾊｼ ｲﾌﾞｷ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 1424 石﨑　陽介 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 中3

1422 秋山　怜慈 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 中3
1420 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1

5 栃　木 1171 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高1
ﾄﾁｷﾞ 高校 1172 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 高1

1169 遠藤　　光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 高1
1170 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高1

6 兵  庫 1710 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1708 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高1

1709 永井　　絃 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ 高1
1707 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高1

7 岩  手 1046 佐々木悠斗 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 高1
ｲﾜﾃ 1048 千田　涼人 ﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 高1

1051 淀川　泰誠 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 中3
1052 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 香　川 1837 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高1

ｶｶﾞﾜ 1838 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 高1
1839 宮武　海渡 ﾐﾔﾀｹ ｶｲﾄ 中3
1836 岩田　康雅 ｲﾜﾀ ｺｳｶﾞ 高1

2 北海道 1015 前野　志門 ﾏｴﾉ ｼﾓﾝ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 1016 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高1

1011 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 高1
1010 山口　大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高1

3 静　岡 1502 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1
ｼｽﾞｵｶ 1505 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 中3

1504 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 中3
1499 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高1

4 東　京 1298 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 1301 上山　裕也 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ 高1

1299 板場　貴大 ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 高1
1300 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1

5 福　島 1128 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 中3
ﾌｸｼﾏ 1127 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 中3

1124 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 中3
1122 渡邉　　稜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾀﾙ 高1

6 千　葉 1263 野呂　一期 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 高1
ﾁﾊﾞ 1265 大谷　幸輝 ｵｵﾀﾆ ｺｳｷ 中3

1264 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高1
1262 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高1

7 島　根 3018 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 中3
ｼﾏﾈ 3016 角　　俊介 ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 高1

3015 常松　武朗 ﾂﾈﾏﾂ ﾀｹﾛｳ 高1
3017 阿瀬川和茉 ｱｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 大　分 1958 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 中3

ｵｵｲﾀ 中学 1959 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 中3
1961 山中　大和 ﾔﾏﾅｶ ﾔﾏﾄ 中3
1960 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 中3

2 京　都 1628 奥野　　幹 ｵｸﾉ ｶﾝ 高1
ｷｮｳﾄ 高校 1632 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高1

1629 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高1
1630 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高1

3 大　阪 1666 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｵｵｻｶ 1672 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 中3

1669 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高1
1671 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1

4 神奈川 1346 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1340 村上幸汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高1

1343 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1
1345 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3

5 愛　知 1545 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 中3
ｱｲﾁ 1540 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高1

1542 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高1
1541 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高1

6 福  岡 1890 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中3
ﾌｸｵｶ 1887 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高1

1891 入口　直樹 ｲﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ 中3
1885 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高1

7 鳥　取 1772 本田　海雅 ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ 高1
ﾄｯﾄﾘ 1771 高野　竜也 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ 高1

1773 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3
1770 高野　隼也 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾔ 高1
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