
第７１回国民体育大会水泳競技大会                  
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盛岡市立総合プール                                

スタートリスト

競技No. 18 男子    800m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  7:02.26
少年Ａ              大会記録  7:22.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 熊　本 1935 古本　　怜 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ 高3
ｸﾏﾓﾄ 高校 1936 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 高3

1933 東　　千尋 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 高3
1932 下田　晴也 ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾔ 高3

3 新  潟 1414 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1417 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3

1416 星野　源大 ﾎｼﾉ ｹﾞﾝﾀ 高3
1413 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高3

4 埼  玉 1217 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1220 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高2

1216 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3
1221 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高2

5 大　阪 1658 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3
ｵｵｻｶ 高校 1660 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高3

1659 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
1661 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

6 石　川 1465 有賀　　樹 ｱﾘｶﾞ ｲﾂｷ 高3
ｲｼｶﾜ 高校 1467 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 高2

1466 山本　達矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高3
1464 椎野　一樹 ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ 高3

7 富　山 1443 杉木　光希 ｽｷﾞｷ ｺｳｷ 高3
ﾄﾔﾏ 高校 1447 高桑　景寿 ﾀｶｸﾜ ｹｲｼﾞｭ 高1

1444 下野　優太 ｼﾓﾉ ﾕｳﾀ 高2
1448 関　　翔太 ｾｷ ｼｮｳﾀ 高1
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2組
1 宮　崎 3041 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 高3

ﾐﾔｻﾞｷ 高校 3042 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 高2
3043 内田　大貴 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高2
3040 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高3

2 愛　媛 1861 川村　　空 ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ 高2
ｴﾋﾒ 高校 1860 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高2

1858 花山　天晴 ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 高3
1859 荻原　裕貴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 高3

3 山　口 1818 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高3
ﾔﾏｸﾞﾁ 高校 1820 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 高3

1823 内田　大葵 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 高1
1821 永原　秀晃 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 高2

4 神奈川 1338 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1334 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高3

1333 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3
1335 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

5 東　京 1290 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1296 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2

1291 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 高3
1293 吉田　惇哉 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ 高3

6 茨  城 1137 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 1136 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3

1142 香月　則人 ｶﾂｷ ﾉﾘﾋﾄ 高2
1140 古閑　萌人 ｺｶﾞ ﾓｴﾄ 高3

7 山　梨 1373 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 1372 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

1371 長田　　諒 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳ 高2
1368 稲岡　大飛 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾄ 高3
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1 山　形 1104 槙　　竜汰 ﾏｷ ﾘｭｳﾀ 高2

ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 1101 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 高3
1103 佐藤　澪士 ｻﾄｳ ﾚｲｼﾞ 高2
1100 村上　優真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 高3

2 静　岡 1494 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 1497 内田　　嵐 ｳﾁﾀﾞ ｱﾗｼ 高2

1496 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2
1493 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高3

3 北海道 1007 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 1009 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

1006 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 高3
1008 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高2

4 兵  庫 1699 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1705 佐伯　勇武 ｻｴｷ ｲｻﾑ 高3

1700 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3
1703 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3

5 愛　知 1536 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
ｱｲﾁ 高校 1532 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

1530 舩橋　拓人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ 高3
1534 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高3

6 三　重 1573 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高3
ﾐｴ 高校 1575 北出　幸太 ｷﾀﾃﾞ ｺｳﾀ 高2

1571 松下　健太 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝﾀ 高3
1572 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高3

7 京　都 1627 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 1624 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3

1623 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高3
1622 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高3
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