
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. 91 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
成年                大会記録  3:33.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 岩  手 1040 陣ヶ岡　胤 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ 大3

ｲﾜﾃ 1038 山田　裕也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ
1039 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ
1041 小松代和磨 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾏ 大2

2 京　都 1615 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ
ｷｮｳﾄ 1620 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大2

1618 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大3
1617 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大4

3 福  岡 1877 管谷　　諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大4
ﾌｸｵｶ 1880 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 大3

1879 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大3
1876 石橋　千彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ

4 埼  玉 1210 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
ｻｲﾀﾏ 1214 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 大4

1213 瀬戸　大也 ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ 大4
1211 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ

5 新  潟 1408 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
ﾆｲｶﾞﾀ 1411 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ

1407 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
1412 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ

6 東　京 1287 重見　和秀 ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 大1
ﾄｳｷｮｳ 大学 1286 須藤　大貴 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 大2

1285 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大2
1288 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大1

7 山　形 1099 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 大1
ﾔﾏｶﾞﾀ 大学 1098 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大2

1096 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 大3
1097 奥山　翔太 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
1 和歌山 1753 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 大3

ﾜｶﾔﾏ 1751 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ
1752 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大4
1754 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 大2

2 愛　媛 1855 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大4
ｴﾋﾒ 大学 1856 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 大3

1857 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大3
1854 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ 大4

3 千　葉 1253 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 大4
ﾁﾊﾞ 大学 1254 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大4

1252 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 大4
1256 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大2

4 愛　知 1525 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 大4
ｱｲﾁ 大学 1524 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 大4

1527 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大3
1529 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大2

5 静　岡 1487 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
ｼｽﾞｵｶ 1488 藤森　丈晴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ

1491 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大2
1486 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

6 石　川 1457 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
ｲｼｶﾜ 1461 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大3

1458 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ
1459 春田　祥吾 ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 大4

7 熊　本 1928 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 大4
ｸﾏﾓﾄ 1926 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ

1931 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 大2
1930 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大3
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3組
1 鹿児島 1967 富田　修平 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ 大2

ｶｺﾞｼﾏ 1966 宮澤　祐太 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 大3
1964 坂口　智悟 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓｻﾄ
1965 湯之原孝実 ﾕﾉﾊﾗ ﾀｶﾐ 大4

2 兵  庫 1697 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 1694 赤井　　晨 ｱｶｲ ｼﾝ 大3

1692 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ
1696 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大2

3 大　阪 1651 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ
ｵｵｻｶ 1650 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ

1653 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大4
1655 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大3

4 神奈川 1328 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 1326 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ

1327 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
1325 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ

5 岐　阜 1583 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 大4
ｷﾞﾌ 1582 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

1584 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 大4
1581 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

6 福　島 1118 守永　　隆 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ 大4
ﾌｸｼﾏ 大学 1117 鈴木　皓大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 大4

1120 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大1
1119 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 大1

7 北海道 1005 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 1004 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 大3

1003 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大3
1002 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ
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