
第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 平塚江陽 476 三留　大芽 ﾐﾄﾒ ﾀｲｶﾞ 中3
ﾋﾗﾂｶｺｳﾖｳ 中学 480 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 中2

479 金木　太一 ｶﾈｷ ﾀｲﾁ 中2
475 山口　航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 中3

2 東邦大付東邦 260 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中3
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌ 中学 261 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 中2

258 岩佐　大輝 ｲﾜｻ ﾀﾞｲｷ 中3
257 大崎　尚人 ｵｵｻｷ ﾅｵﾄ 中3

3 片瀬 493 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 中2
ｶﾀｾ 中学 492 吉岡　早風 ﾖｼｵｶ ｻｱﾌ 中3

491 平井　　幹 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 中3
490 高尾　風歌 ﾀｶｵ ﾌｳﾀ 中3

4 関西大学第一 741 出原　啓伍 ｲﾃﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ 中3
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 744 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 中1

739 水野　駿一 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｲﾁ 中3
740 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中3

5 帝京大可児 681 前川拳史朗 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾛｳ 中3
ﾃｲｷｮｳｶﾆﾁ 中学 683 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 中2

684 中田　温大 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中2
680 三輪　陽斗 ﾐﾜ ﾊﾙﾄ 中3

6 戸越台 320 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中3
ﾄｺﾞｼﾀﾞｲ 中学 321 高田伊武紀 ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 中3

319 渡邊　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 中3
322 月岡　勇人 ﾂｷｵｶ ﾕｳﾄ 中2

7 安佐 888 平松　直也 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵﾔ 中3
ｱｻ 中学 890 三好　達也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 中2

892 山根　聡太 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 中1
889 河本　遥音 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ 中3

8 瀬戸南山 635 大野虎治郎 ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ 中2
ｾﾄﾐﾅﾐﾔﾏ 中学 632 笠井　文哉 ｶｻｲ ﾌﾐﾔ 中3

633 吉永　竜馬 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｮｳﾏ 中3
634 文原　和弥 ﾌﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 中3
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第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 御所ケ丘 82 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中3
ｺﾞｼｮｶﾞｵｶ 中学 81 猪股　大地 ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 中3

80 阿部　祐真 ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ 中3
83 野辺　陽太 ﾉﾍﾞ ﾖｳﾀ 中3

2 京教大附桃山 723 中西　挑遥 ﾅｶﾆｼ ﾁﾊﾙ 中2
ﾌｿﾞｸﾓﾓﾔﾏ 中学 722 西　　光瑠 ﾆｼ ﾋｶﾙ 中3

720 櫻井　　舜 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝ 中3
721 下條　亨太 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 中3

3 尾鷲 673 大山　仁大 ｵｵﾔﾏ ｼﾞﾝﾀﾞｲ 中3
ｵﾜｾ 中学 669 三鬼　啓太 ﾐｷ ｹｲﾀ 中3

670 東　　逸稀 ﾋｶﾞｼ ｲﾂｷ 中3
672 大山　公大 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 中3

4 宮前平 452 福島　明芽 ﾌｸｼﾏ ﾃﾙｶﾞ 中3
ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 451 友田　陽太 ﾄﾓﾀﾞ ﾖｳﾀ 中3

453 小泉　龍馬 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ 中3
450 新井田崇友 ﾆｲﾀﾞ ｼｭｳﾄ 中3

5 横浜・港南 398 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 中2
ｺｳﾅﾝ 中学 396 影山　剛士 ｶｹﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 中3

397 吉田　侑生 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 中3
395 河村　駿佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3

6 浅川 942 足立佳次郎 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｼﾞﾛｳ 中3
ｱｻｶﾜ 中学 944 生山　荘大 ｲｷﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ 中3

946 白井　佑弥 ｼﾗｲ ﾕｳﾔ 中2
941 山中　柊馬 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ 中3

7 岩出第二 860 毛見　将都 ｹﾐ ﾏｻﾄ 中3
ｲﾜﾃﾞﾀﾞｲﾆ 中学 859 山田　一輝 ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｷ 中3

857 道浦　雅弘 ﾐﾁｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 中3
858 井本　流星 ｲﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 中3

8 鷲津 576 大坂　岳巳 ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ 中3
ﾜｼﾂﾞﾁｭｳ 中学 580 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 中2

579 菊地　善喜 ｷｸﾁ ｲｲ 中2
577 伊藤　天斗 ｲﾄｳ ﾀｶﾄ 中3

9

Page: 2/6 Printing: 2017/08/17 14:02:17

加　盟

茨  城

京  都

三  重

神奈川

神奈川

福  岡

和歌山

静  岡



第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 総社東 878 宮﨑　雄大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

ｿｳｼﾞｬﾋｶﾞ 中学 881 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中1
879 大槻　優斗 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 中2
880 疋田　瑛士 ﾋｷﾀﾞ ｴｲﾄ 中2

1 明正 660 山本　海翔 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 中3
ﾒｲｾｲ 中学 662 大山　玲慈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 中3

658 吉良　優作 ｷﾗ ﾕｳｻｸ 中3
661 伊藤　陽介 ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 中3

2 境川 692 中村　駿介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
ｻｶｲｶﾞﾜﾁｭ 中学 693 曽野　鉄心 ｿﾉ ﾃｯｼﾝ 中3

697 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中1
694 清水　　怜 ｼﾐｽﾞ ﾚｲ 中3

3 守山南 708 西村　優輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 中2
ﾓﾘﾔﾏﾐﾅﾐ 中学 704 髙田　翔伍 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 中3

705 武内　来樹 ﾀｹｳﾁ ﾗｲｼﾞｭ 中3
706 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中3

4 三条第一 524 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3
ﾀﾞｲｲﾁ 中学 529 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 中3

527 吉田　蒼波 ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 中3
526 鈴木　滉大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 中3

5 紫原 1011 濱根　輝希 ﾊﾏﾈ ﾃﾙｷ 中3
ﾑﾗｻｷﾊﾞﾙ 中学 1008 中村　星斗 ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 中3

1010 中森　大介 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 中3
1009 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 中3

6 北教大附釧路 18 白木　大陽 ｼﾗｷ ﾀｲﾖｳ 中3
ｸｼ･ﾌｿﾞｸ 中学 19 村上　　渚 ﾑﾗｶﾐ ﾅｷﾞｻ 中3

16 阿部　和憲 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 中3
17 山﨑　翔天 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 中3

7 太田木崎 102 高柳　　翔 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 中3
ｷｻﾞｷ 中学 105 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 中2

103 塚本　進平 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 中3
104 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 中3

8 桐蔭学園 415 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 中3
ﾄｳｲﾝ 中学 418 徳本　　望 ﾄｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 中2

417 内堀　峻成 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝｾｲ 中3
416 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 中3
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第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 柏崎翔洋中等 535 大倉　叶夢 ｵｵｸﾗ ﾄﾑ 中3

ｼｮｳﾖｳ 中学 533 柳森　拓海 ﾔﾅｷﾞﾓﾘ ﾀｸﾐ 中3
536 林　　遼河 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 中2
534 棚岡　　柊 ﾀﾅｵｶ ｼｭｳ 中3

1 九州学院 972 須藤　　颯 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾀ 中3
ｷｭｳｼｭｳｶﾞ 中学 974 工藤　奏汰 ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾀ 中3

977 関　　青空 ｾｷ ｽｶｲ 中2
975 松永　大和 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ 中3

2 京山 866 田渕　翔大 ﾀﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中3
ｷｮｳﾔﾏ 中学 870 千々松琉之介 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

869 服部　光希 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾂｷ 中2
867 田中　瑛介 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 中2

3 千丁 993 生田　悠斗 ｲｸﾀ ﾕｳﾄ 中3
ｾﾝﾁｮｳﾁｭｳ 中学 994 大嶋　　力 ｵｵｼﾏ ﾁｶﾗ 中2

995 一山　翔太 ｲﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中2
992 米田　　瑠 ﾖﾈﾀﾞ ﾘｳ 中3

4 春日部 145 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 中3
ｶｽｶﾍﾞ 中学 143 箕山　龍門 ﾐﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中3

144 篠田　倖希 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｷ 中3
142 中間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 中3

5 八乙女 35 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中2
ﾔｵﾄﾒ 中学 32 菊地　祥仁 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾄ 中3

31 辺見　　迅 ﾍﾝﾐ ｼﾞﾝ 中3
33 津軽　風雅 ﾂｶﾞﾙ ﾌｳｶﾞ 中3

6 山形第二 49 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ2 中学 50 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中3

54 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中3
51 上田健太郎 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 中3

7 横手南 47 勝田　涼介 ｶﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 中2
ﾖｺﾃﾐﾅﾐ 中学 45 藤原　　悠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ 中3

46 松川　　新 ﾏﾂｶﾜ ｱﾗﾀ 中3
48 小原　拓夢 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾑ 中2

8 県立浜松西 589 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 中1
ﾊﾏﾆｼ 中学 588 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 中2

587 鈴木　雅晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 中2
585 上床　拓万 ｳﾜﾄｺ ﾀｸﾏ 中3
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第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 高崎大類 116 須田　裕亮 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中2

ﾀｶｻｷｵｵﾙｲ 中学 113 最上　洸介 ﾓｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 中3
115 秋山蓮太郎 ｱｷﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2
114 髙橋　弘大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 中3

1 蒲郡中部 623 杉浦　涼一 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ 中2
ｶﾞﾏｺﾞｵﾘﾁ 中学 620 加藤　拓翔 ｶﾄｳ ﾀｸﾄ 中3

619 小田　温生 ｵﾀﾞ ｱﾂｷ 中3
618 杉浦　都環 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾜ 中3

2 川崎稲田 459 藤田　卓己 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 中3
ｲﾅﾀﾞ 中学 458 久保　雄誠 ｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 中3

461 関口　広太 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 中3
456 豊田　航大 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 中3

3 東海大浦安 222 池野　　圭 ｲｹﾉ ｹｲ 中3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 中学 223 熊野　　瞭 ｸﾏﾉ ﾘｮｳ 中3

224 大和　怜央 ﾔﾏﾄ ﾚｵ 中2
221 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 中3

4 富山東部 544 田中　逸爽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 中3
ﾄﾔﾏﾄｳﾌﾞ 中学 545 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中3

542 山下　魁斗 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ 中3
543 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中3

5 流山市立南部 266 加藤　遥翔 ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 中3
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝ 中学 267 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 中2

269 設樂　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 中2
265 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 中3

6 北本 189 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 中2
ｷﾀﾓﾄ 中学 188 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中2

190 田島　空汰 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾝﾀ 中2
187 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中3

7 宮城登米佐沼 41 冨士原雅仁 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ 中3
ｻﾇﾏ 中学 38 渡邊　偉月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 中3

42 石川　太地 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 中2
39 千葉　悠正 ﾁﾊﾞ ﾕｳｾｲ 中3

8 越谷富士 150 竹内　太洋 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾖｳ 中2
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 149 本多未希翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷﾄ 中3

148 安部　幸輝 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 中3
151 大髙　怜雅 ｵｵﾀｶ ﾚｲｶﾞ 中2
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群  馬

愛  知

神奈川

千  葉

加　盟

富  山

千  葉

埼  玉

宮  城

埼  玉
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スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 大牟田田隈 951 椿原　成將 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ 中3

ｵｵﾑﾀﾀｸﾏ 中学 953 堀　　瑞貴 ﾎﾘ ﾐｽﾞｷ 中3
952 金子　能飛 ｶﾈｺ ﾖｼﾄ 中3
954 北川　遼真 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｵﾏ 中2

1 諫早 968 森山　　遼 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ 中2
ｲｻﾊﾔﾁｭｳ 中学 967 加藤慎之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 中3

966 井手　琢也 ｲﾃﾞ ﾀｸﾔ 中3
965 西村　理汰 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ 中3

2 富田 68 野矢　育夢 ﾉﾔ ｲｸﾑ 中2
ﾄﾐﾀ 中学 70 五十嵐永陽 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｶﾞﾊﾙ 中1

65 新田　琉晴 ﾆｯﾀ ﾘｭｳｾｲ 中3
69 須賀　祥太 ｽｶﾞ ｼｮｳﾀ 中2

3 彦根東 715 山下　凌河 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 中2
ﾋｺﾈﾋｶﾞｼ 中学 712 朝山　　陽 ｱｻﾔﾏ ﾖｳ 中3

713 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中3
714 木村　嘉伸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉ 中3

4 日大豊山 281 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 282 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 中3

287 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中1
284 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中2

5 足立十四 352 河原　　陽 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ 中2
ｱﾀﾞﾁ14 中学 350 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 中3

351 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中3
353 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中2

6 逗子開成 385 丸山　渓太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 中3
ｽﾞｼｶｲｾｲ 中学 389 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中2

387 岡村　修朋 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ 中2
388 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中2

7 華陽 902 岡谷　開翔 ｵｶﾀﾆ ｶｲﾄ 中2
ｶﾖｳﾁｭｳ 中学 903 牧野　佑飛 ﾏｷﾉ ﾕｳﾋ 中2

901 水谷　太一 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ 中2
899 大野　裕輝 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 中3

8 東海学園東海 602 河上恭太朗 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳﾀﾛｳ 中3
ﾄｳｶｲﾁｭｳ 中学 601 寺内　陽詩 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾅﾀ 中3

603 久保田拳斗 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 中2
605 石原　　竜 ｲｼﾊﾗ ﾄｵﾙ 中1
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東  京

神奈川

山  口
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加　盟

福  岡

長  崎

福  島

滋  賀

東  京


