
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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 市立守山 699 藤本　理玖 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｸ 中3
ﾓﾘﾔﾏ 中学 700 松本　誠也 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 中3

701 望月　智裕 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 中3
702 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 中3

2 取手二 76 岡本　大輝 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中3
ﾄﾘﾃﾞﾆ 中学 77 荒井　直人 ｱﾗｲ ﾅｵﾄ 中2

74 堀　　翔太 ﾎﾘ ｼｮｳﾀ 中3
75 永田　憂樹 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 中3

3 帝京大可児 683 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 中2
ﾃｲｷｮｳｶﾆﾁ 中学 684 中田　温大 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中2

681 前川拳史朗 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾛｳ 中3
680 三輪　陽斗 ﾐﾜ ﾊﾙﾄ 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 743 生悦住勝也 ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ 中2

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 足立十四 351 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中3
ｱﾀﾞﾁ14 中学 353 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中2

354 日浦　琉玖 ﾋｳﾗ ﾘｸ 中1
350 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 中3

6 御幸 428 榎本　優貴 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ 中3
ﾐﾕｷ 中学 430 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中2

432 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中1
431 芦川竜之介 ｱｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

7 潮南 676 松葉　稜河 ﾏﾂﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 中3
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 674 奥村　公陽 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾖｳ 中3

675 横江　徹哉 ﾖｺｴ ﾃﾂﾔ 中3
677 北村　仁志 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 中3

8 上京 728 藤井　佑多 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 中3
ｶﾐｷﾞｮｳ 中学 732 辻本　祥大 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 中2

729 速水　健杜 ﾊﾔﾐ ｹﾝﾄ 中3
731 冨田　　黎 ﾄﾐﾀ ﾚｲ 中2
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鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

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

2 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

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

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

4 春日部 143 箕山　龍門 ﾐﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中3
ｶｽｶﾍﾞ 中学 142 中間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 中3

145 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 中3
144 篠田　倖希 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｷ 中3

5 早稲田実業 293 森田　康大 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ 中2
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 中学 290 藤井　航太 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 中3

291 髙岡　寛大 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄ 中3
292 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中3

6 流山市立南部 265 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 中3
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝ 中学 268 渡邉　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 中2

267 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 中2
266 加藤　遥翔 ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 中3

7 東邦大付東邦 257 大崎　尚人 ｵｵｻｷ ﾅｵﾄ 中3
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌ 中学 258 岩佐　大輝 ｲﾜｻ ﾀﾞｲｷ 中3

261 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 中2
260 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中3

8 畝傍 850 塩田　羽登 ｼｵﾀ ﾜﾄ 中3
ｳﾈﾋﾞ 中学 849 清水　奈樹 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ 中3

851 坂本　和善 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 中2
852 松井　一真 ﾏﾂｲ ｶﾂﾞﾏ 中2
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スタートリスト

競技No. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 成岩 652 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 中1
ﾅﾗﾜ 中学 651 吉田　朝陽 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 中2

649 榊原　文太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾌﾞﾝﾀ 中3
650 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 中2

2 県立松山西 920 窪田　雄斗 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 中1
ﾏﾂﾔﾏﾆｼﾁｭ 中学 917 三好　　凜 ﾐﾖｼ ﾘﾝ 中3

916 廣川勇太郎 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 中3
918 矢野　和尊 ﾔﾉ ﾜﾀﾙ 中3

3 東北学院 30 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 中2
ｶﾞｸｲﾝﾁｭｳ 中学 27 小松　大翔 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾄ 中3

28 松原　晴太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 中2
26 手代木望杜 ﾃｼﾛｷﾞ ﾓﾄ 中3

4 東海大浦安 225 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 中2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 中学 226 岩本　　翔 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳ 中2

221 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 中3
222 池野　　圭 ｲｹﾉ ｹｲ 中3

5 長岡東北 513 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 510 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中3

511 野口　康介 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 中2
512 本間　隼大 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 中2

6 山形第二 51 上田健太郎 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ2 中学 54 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中3

49 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中3
50 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中3

7 蒲郡中部 619 小田　温生 ｵﾀﾞ ｱﾂｷ 中3
ｶﾞﾏｺﾞｵﾘﾁ 中学 623 杉浦　涼一 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ 中2

618 杉浦　都環 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾜ 中3
620 加藤　拓翔 ｶﾄｳ ﾀｸﾄ 中3

8 昭和学院 213 井原　秀介 ｲﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 中2
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 中学 212 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 中2

209 大庭伸之輔 ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中3
211 遠藤　優太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 中3
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スタートリスト

競技No. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

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

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

2 逗子開成 386 奈良　行祐 ﾅﾗ ｺｳｽｹ 中3
ｽﾞｼｶｲｾｲ 中学 388 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中2

389 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中2
385 丸山　渓太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 中3

3 三条第一 527 吉田　蒼波 ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 中3
ﾀﾞｲｲﾁ 中学 530 清水　海里 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 中1

529 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 中3
524 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3

4 宮前平 451 友田　陽太 ﾄﾓﾀﾞ ﾖｳﾀ 中3
ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 453 小泉　龍馬 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ 中3

452 福島　明芽 ﾌｸｼﾏ ﾃﾙｶﾞ 中3
450 新井田崇友 ﾆｲﾀﾞ ｼｭｳﾄ 中3

5 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 543 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中3

542 山下　魁斗 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ 中3
545 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中3

6 明正 660 山本　海翔 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 中3
ﾒｲｾｲ 中学 661 伊藤　陽介 ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 中3

663 梶島　基暉 ｶｼﾞｼﾏ ﾓﾄｷ 中3
662 大山　玲慈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 中3

7 桐蔭学園 416 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 中3
ﾄｳｲﾝ 中学 415 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 中3

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

8 岩見沢光陵 11 井川　太陽 ｲｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 中3
ｲﾜ･ｺｳﾘｮｳ 中学 10 松村　優吾 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 中3

9 木村　悠生 ｷﾑﾗ ﾕｳ 中3
12 住永　亜聡 ｽﾐﾅｶﾞ ｱｻﾄ 中2
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スタートリスト

競技No. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 川内南 1001 吉満　大貴 ﾖｼﾐﾂ ﾀﾞｲｷ 中3

ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ 中学 1000 二又川晃哉 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ｺｳﾔ 中3
1004 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 中1
999 藤﨑　大和 ﾌｼﾞｻｷ ﾔﾏﾄ 中3

1 安佐 889 河本　遥音 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ 中3
ｱｻ 中学 891 才上　陽也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ 中2

888 平松　直也 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵﾔ 中3
892 山根　聡太 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 中1

2 横浜金沢 409 貝塚　航基 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 中2
ｶﾅｻﾞﾜ 中学 405 末松　拓海 ｽｴﾏﾂ ﾀｸﾐ 中3

406 森本　　圭 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲ 中3
407 宇野　響騎 ｳﾉ ﾋﾋﾞｷ 中3

3 川崎稲田 459 藤田　卓己 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 中3
ｲﾅﾀﾞ 中学 462 花田　結人 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｲﾄ 中2

461 関口　広太 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 中3
458 久保　雄誠 ｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 中3

4 日大豊山 285 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中2
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 286 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中1

284 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中2
281 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 中3

5 戸田新曽 177 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 中2
ﾄﾀﾞﾆｲｿﾞ 中学 174 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 中3

175 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 中3
176 赤石　一太 ｱｶｲｼ ｲｯﾀ 中2

6 西中原 434 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中3
ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 436 内山　湧斗 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ 中3

437 根岸　康大 ﾈｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 中3
439 梅津　朝陽 ｳﾒｽﾞ ｱｻﾋ 中2

7 京山 870 千々松琉之介 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
ｷｮｳﾔﾏ 中学 865 岡田　　耀 ｵｶﾀﾞ ﾖｳ 中3

868 田口　　諒 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 中2
866 田渕　翔大 ﾀﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ 中3

8 太田木崎 104 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 中3
ｷｻﾞｷ 中学 105 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 中2

102 高柳　　翔 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 中3
103 塚本　進平 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 中3
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