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競技No. 89 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 京　都 1624 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3

ｷｮｳﾄ 高校 1623 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 高3
1626 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 高3
1627 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2

2 青　森 1028 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高3
ｱｵﾓﾘ 高校 1029 中村　　航 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高3

1030 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3
1031 木村　啓人 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 高2

3 千　葉 1257 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1259 神宮司怜央 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾚｵ 高2

1260 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高2
1258 白石　　航 ｼﾗｲｼ ﾜﾀﾙ 高3

4 愛　知 1531 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高3
ｱｲﾁ 高校 1533 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高3

1535 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 高3
1532 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

5 茨  城 1139 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 1138 佐藤　大空 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 高3

1137 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 高3
1136 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 高3

6 静　岡 1495 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 1492 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高3

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

7 山　形 1102 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 1100 村上　優真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 高3

1101 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 高3
1104 槙　　竜汰 ﾏｷ ﾘｭｳﾀ 高2

8 宮　崎 3040 門田　凌我 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高3
ﾐﾔｻﾞｷ 高校 3044 立山　　峻 ﾀﾃﾔﾏ ｼｭﾝ 高1

3042 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 高2
3041 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 高3
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2組
1 福　井 3003 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 高3

ﾌｸｲ 高校 3004 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ 高3
3005 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 高2
3006 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高2

2 香　川 1833 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 高2
ｶｶﾞﾜ 高校 1835 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高2

1832 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高3
1834 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高2

3 大　阪 1659 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
ｵｵｻｶ 高校 1665 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高2

1662 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
1661 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

4 神奈川 1339 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1336 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高2

1330 門脇　　翔 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｹﾙ 高3
1334 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高3

5 東　京 1289 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1292 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

1294 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高2
1296 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2

6 山　口 1819 白木　海斗 ｼﾗｷ ｶｲﾄ 高3
ﾔﾏｸﾞﾁ 高校 1822 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 高2

1820 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 高3
1818 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高3

7 岩  手 1047 小笠原伊吹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 高1
ｲﾜﾃ 高校 1045 斉藤　聖隆 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 高3

1044 一戸　元喜 ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ 高3
1042 保坂　誠也 ﾎｻｶ ｾｲﾔ 高3

8 山　梨 1374 藤原　　岳 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾞｸ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 1372 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

1370 鎌田　斗真 ｶﾏﾀ ﾄｳﾏ 高2
1373 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 高2
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3組
1 大　分 1956 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ 高2

ｵｵｲﾀ 高校 1954 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高3
1955 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高3
1957 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高2

2 熊　本 1937 島﨑　　廉 ｼﾏｻｷ ﾚﾝ 高2
ｸﾏﾓﾄ 高校 1938 木村　優太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 高2

1934 荒木　大生 ｱﾗｷ ﾀｲｾｲ 高3
1933 東　　千尋 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 高3

3 埼  玉 1219 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1222 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高2

1216 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3
1217 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高3

4 兵  庫 1701 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1702 大谷　　洸 ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ 高3

1704 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 高3
1699 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3

5 岐　阜 1586 木下　大輔 ｷｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｷﾞﾌ 高校 1590 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高2

1588 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 高3
1587 杉山　稔弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 高3

6 宮  城 1070 庄司　善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 1072 安斎　翔太 ｱﾝｻｲ ｼｮｳﾀ 高3

1071 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 高3
1069 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3

7 栃　木 1166 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高2
ﾄﾁｷﾞ 高校 1168 髙橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高2

1163 塩島　広規 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 高3
1167 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高2

8 鹿児島 1968 林　　彪吾 ﾊﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 1970 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 高2

1969 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3
1971 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高2
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