
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. 54 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
少年Ｂ              大会記録  3:46.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 和歌山 1761 堀口　一樹 ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高1
ﾜｶﾔﾏ 高校 1762 岩﨑　健人 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾄ 高1

1759 上西　　大 ｳｴﾆｼ ﾋﾛｼ 高1
1758 西本　憲伸 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 高1

3 大　阪 1672 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 中3
ｵｵｻｶ 1668 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高1

1670 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高1
1666 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

4 埼  玉 1231 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 中3
ｻｲﾀﾏ 1230 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 中3

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

5 福  岡 1889 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高1
ﾌｸｵｶ 1886 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 高1

1888 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高1
1890 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中3

6 新  潟 1421 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 1419 緒方　嵩人 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾄ 高1

1423 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3
1420 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1

7 福　井 3010 白崎柔星也 ｼﾗｻｷ ｼﾞｭｷﾔ 中3
ﾌｸｲ 3009 武田　怜弥 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲﾔ 高1

3007 小川　諒太 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 高1
3008 藤田　智弥 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 岩  手 1052 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 中3
ｲﾜﾃ 1049 島野　悠平 ｼﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 高1

1050 熊谷　栞汰 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾝﾀ 高1
1046 佐々木悠斗 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 高1

3 京　都 1632 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高1
ｷｮｳﾄ 高校 1631 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高1

1630 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高1
1628 奥野　　幹 ｵｸﾉ ｶﾝ 高1

4 茨  城 1146 井田　真斗 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 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
1145 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中3

5 兵  庫 1711 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 1710 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1

1708 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高1
1707 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高1

6 静　岡 1500 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1
ｼｽﾞｵｶ 1503 羽二生　凌 ﾊﾆｳ ﾘｮｳ 高1

1506 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 中3
1502 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1

7 島　根 3020 三代　魁生 ﾐｼﾛ ｶｲｾｲ 中3
ｼﾏﾈ 3019 嶋崎　凌蔵 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｿﾞｳ 中3

3018 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 中3
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

2 富　山 1450 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3
ﾄﾔﾏ 1449 日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 中3

1445 小神　壱斗 ｵｺ ｶｽﾞﾄ 高1
1446 才藤　恭平 ｻｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 高1

3 東　京 1298 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1303 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 中3

1302 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 中3
1300 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1

4 神奈川 1341 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1344 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高1

1342 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1
1346 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

5 愛　知 1539 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 高1
ｱｲﾁ 高校 1544 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1

1543 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高1
1541 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高1

6 福　島 1124 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 中3
ﾌｸｼﾏ 中学 1126 後藤小太郎 ｺﾞﾄｳ ｺﾀﾛｳ 中3

1125 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 中3
1128 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 中3

7 滋　賀 1612 下村　聖太 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾀ 中3
ｼｶﾞ 中学 1609 米田　　隼 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝ 中3

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
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