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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 登別青嶺 1045 富田　海斗 ﾄﾐﾀ ｶｲﾄ 高2
ﾉﾎﾞｾｲﾘｮｳ 高校 1046 安田　　護 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 高2

1047 伊藤　匠毅 ｲﾄｳ ﾅﾙｷ 高1
1044 髙野　和貴 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3

4 関西 7033 国末　凌弥 ｸﾆｽｴ ﾘｮｳﾔ 高3
ｶﾝｾﾞｲ 高校 7034 鳥越　隼斗 ﾄﾘｺﾞｴ ﾊﾔﾄ 高3

7035 赤木　隆一 ｱｶｷﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高3
7036 片山　太陽 ｶﾀﾔﾏ ﾋｶﾙ 高2

5 滝川 1075 前野　志門 ﾏｴﾉ ｼﾓﾝ 高2
ﾀｷｶﾜ 高校 1073 和田　勢波 ﾜﾀﾞ ｾｲﾊ 高3

1076 阿部　詞音 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 高1
1074 葛西　俊介 ｶｻｲ ｼｭﾝｽｹ 高3

6

7

8

9
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2組
0

1 多度津 8059 国重　輝樹 ｸﾆｼｹﾞ ﾃﾙｷ 高2
ﾀﾄﾞﾂ 高校 8058 白川　大登 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ 高3

8062 藤塚　遼太 ﾌｼﾞﾂｶ ﾘｮｳﾀ 高2
8060 岩田　康雅 ｲﾜﾀ ｺｳｶﾞ 高2

2 日本文理 4061 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 高1
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4063 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 高1

4062 石﨑　陽介 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 高1
4060 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 高2

3 山形南 2054 槙　　竜汰 ﾏｷ ﾘｭｳﾀ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐ 高校 2610 北澤　朗斗 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｷﾄ 高3

2053 須藤　智貴 ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ 高3
2052 今野　政喜 ｺﾝﾉ ﾏｻｷ 高3

4 高崎 3057 中島　悠太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 高3
ﾀｶｻｷ 高校 3055 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

3056 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
3059 野口　直央 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 高1

5 西京 7068 村田　　丈 ﾑﾗﾀ ﾀｹﾙ 高3
ｻｲｷｮｳ 高校 7069 内田　大葵 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 高2

7070 中島　大裕 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高2
7071 中村　流斗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 高1

6 霞ヶ浦 3008 佐藤　　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 高3
ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 高校 3011 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 高1

3012 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高1
3010 野村　幸史 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 高2

7 美作 7020 山王　　颯 ｻﾝｵｳ ﾊﾔﾃ 高2
ﾐﾏｻｶ 高校 7021 森本　健斗 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾄ 高2

7603 奥村　一揮 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高1
7019 小林　功典 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 高2

8 丸亀 8048 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2
ﾏﾙｶﾞﾒ 高校 8046 小田　海人 ｵﾀﾞ ｶｲﾄ 高3

8604 福井　雅希 ﾌｸｲ ﾏｻｷ 高3
8049 稲尾　海音 ｲﾅｵ ｶｲﾄ 高1

9
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3組
0 山梨学院 3470 依田　和樹 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高2

ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 3469 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
3471 松本　幸妃 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 高2
3467 丸山　優汰 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 高3

1 磐田農業 5053 内田　　嵐 ｳﾁﾀﾞ ｱﾗｼ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 5051 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 高3

5052 相曽　晃大 ｱｲｿ ｺｳﾀ 高3
5055 稲葉　亮介 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 高2

2 浜松商業 5065 永井　駿希 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝｷ 高2
ﾊﾏｼｮｳ 高校 5063 中本崇一郎 ﾅｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

5607 黒木　　蓮 ｸﾛｷ ﾚﾝ 高3
5064 牧野　凌大 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾀ 高3

3 東北学院 2022 末永　広祐 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 高3
ｶﾞｸｲﾝ 高校 2026 小野寺将大 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 高1

2023 髙橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 高2
2025 佐藤　温仁 ｻﾄｳ ｱﾂﾋﾄ 高2

4 武相 3375 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高1
ﾌﾞｿｳ 高校 3372 笹川　海斗 ｻｻｶﾞﾜ ｶｲﾄ 高3

3373 長田　樹輔 ﾅｶﾞﾀ ｷｽｹ 高2
3371 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3

5 豊中 6072 伊藤翔太朗 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾄﾖﾅｶ 高校 6071 青戸　宏樹 ｱｵﾄ ﾋﾛｷ 高3

6073 山川　加織 ﾔﾏｶﾜ ｶｵﾙ 高1
6070 川口　峻平 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高3

6 県立浦和 3108 吉岡　　純 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 3105 川島　由伸 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高3

3104 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 高3
3107 古島　英輔 ｺｼﾞﾏ ｴｲｽｹ 高3

7 常総学院 3019 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 3015 森内　宥伎 ﾓﾘｳﾁ ﾕｳｷ 高3

3016 佐藤　浩輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 高3
3603 佐々木　柊 ｻｻｷ ｼｭｳ 高3

8 高松工芸 8040 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高3
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 8039 納田　泰輔 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ 高3

8037 湊谷　　陸 ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ 高3
8038 佐々木龍吾 ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ 高3

9 姫路商業 6185 堀　　敬貴 ﾎﾘ ｲﾂｷ 高2
ﾋﾒｼｮｳ 高校 6184 三艸　秀汰 ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ 高3

6183 森田　幸佑 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 高3
6182 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ 高3
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4組
0 早稲田実業 3294 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 高1

ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 3293 雫　　琉雅 ｼｽﾞｸ ﾘｭｳｶﾞ 高2
3288 山口　洋祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 高3
3291 板場　貴大 ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 高2

1 佐賀商業 9075 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 高2
ｻｶﾞｼｮｳ 高校 9074 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 高3

9078 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 高2
9615 新郷　巧海 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｸﾐ 高2

2 立教池袋 3350 岡田　凱人 ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 高2
ﾘｯｷｮｳｲｹ 高校 3347 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高3

3349 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2
3348 荒井　祐哉 ｱﾗｲ ﾕｳﾔ 高3

3 近畿大附 6168 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6169 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高2

6166 松永　　和 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ 高3
6624 長畑　好星 ﾅｶﾞﾊﾀ ｲｯｾｲ 高2

4 白鴎大足利 3033 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高3
ﾊｸｵｳ 高校 3035 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高3

3032 松下　侃太 ﾏﾂｼﾀ ｶﾝﾀ 高3
3034 島田　恵輔 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3

5 関大北陽 6101 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6105 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高2

6104 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高2
6102 山口　凌慧 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 高3

6 東海大浦安 3199 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高3
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 3201 西條　雄貴 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 高2

3197 神宮司怜央 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾚｵ 高3
3198 牧井　雄大 ﾏｷｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

7 愛工大名電 5160 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 5158 稲垣　達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 高3

5159 伊藤　玄起 ｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 高3
5157 池田諒太郎 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3

8 武蔵野 3271 田村　　麗 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 3274 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 高1

3270 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高3
3272 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高2

9 佐久長聖 4077 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 高3
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 4078 松澤　幸祐 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高3

4081 眞道　健汰 ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 高2
4080 眞道　侑汰 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高2
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5組
0 佐賀学園 9084 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高2

ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 9081 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 高3
9082 藤田　竜大 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾞｲ 高2
9618 松内　隆大 ﾏﾂｳﾁ ﾘｭｳﾀﾞｲ 高1

1 成田 3155 野呂　一期 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 3154 牧田　健吾 ﾏｷﾀ ｹﾝｺﾞ 高3

3157 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高1
3156 安藤　翔太 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 高1

2 鹿児島情報 9138 森　　　憲 ﾓﾘ ｹﾝ 高2
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9136 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高3

9139 眞川　　陸 ｼﾝｶﾜ ﾘｸ 高2
9622 宮下　環伍 ﾐﾔｼﾀ ｶﾝｺﾞ 高3

3 福島成蹊 2079 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高1
ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 高校 2080 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高1

2077 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高1
2078 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高1

4 伊東 5011 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 高3
ｲﾄｳ 高校 5015 杉本　蓮樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ 高2

5013 上野　礼登 ｳｴﾉ ｱﾔﾄ 高2
5012 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

5 作新学院 3029 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高2
ｻｸｼﾝ 高校 3028 田北　　峻 ﾀｷﾀ ｼｭﾝ 高2

3026 直井　和真 ﾅｵｲ ｶｽﾞﾏ 高3
3656 五十嵐優大 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

6 花咲徳栄 3089 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 高1
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3082 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高3

3085 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高3
3083 杉野　和磨 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾏ 高3

7 須磨学園 6223 川北　知輝 ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6228 永井　　絃 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ 高2

6229 岡田　誠也 ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ 高2
6225 仲村　尚大 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 高3

8 武南 3111 寺島　偉生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 高3
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3116 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 高3

3112 赤荻　　俊 ｱｶｵｷﾞ ｼｭﾝ 高3
3114 中山　　瞬 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ 高3

9 日体大荏原 3311 塚田京之介 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ 高2
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 3310 米本　大和 ﾖﾈﾓﾄ ﾔﾏﾄ 高2

3308 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
3309 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
Page: 5/9 Printing: 2017/08/17 14:18:48

静  岡

栃  木

埼  玉

兵  庫

埼  玉

東  京

佐  賀

千  葉

鹿児島

福  島

加　盟



第８５回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
セントラルスポーツＧ21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   9組   高校記録  3:21.34
  大会記録  3:24.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 京都文教 6016 髙橋　颯汰 ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾀ 高3

ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷ 高校 6015 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 高3
6014 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 高3
6013 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3

1 西城陽 6046 佐野　大樹 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 6048 塩川　瑛介 ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ 高2

6044 角井　一輝 ｶｸｲ ｶｽﾞｷ 高3
6045 伊藤　　輝 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 高3

2 札幌大谷 1017 伊藤　奨麻 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 高3
ｻﾂｵｵﾀﾆ 高校 1025 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高1

1021 仙石　亮太 ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ 高2
1019 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高2

3 日大三島 5006 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 5005 鈴木　滉太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 高3

5004 渡邉　和生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
5007 三田　健輔 ﾐﾀ ｹﾝｽｹ 高2

4 埼玉栄 3131 石井　健聖 ｲｼｲ ｹﾝｾｲ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3129 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高3

3134 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高1
3128 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高3

5 和歌山北 6268 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 6272 門口　泰我 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高1

6269 根来　智徳 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾉﾘ 高3
6267 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高3

6 関西学院高 6210 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高3
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 6211 南　　昌志 ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ 高3

6212 平井　佑典 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 高2
6213 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 高1

7 長岡大手 4038 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4043 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高2

4045 小柳　透弥 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｳﾔ 高1
4041 種村　　凌 ﾀﾈﾑﾗ ﾘｮｳ 高3

8 桐光学園 3455 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 高2
ﾄｳｺｳ 高校 3456 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高2

3451 山本太一郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ 高3
3457 岡本　大翔 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 高1

9 大体大浪商 6083 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高2
ﾅﾐｼｮｳ 高校 6084 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高2

6075 畑田　瑛良 ﾊﾀﾀﾞ ｱｷﾗ 高3
6077 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 東北 2034 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高2

ﾄｳﾎｸ 高校 2606 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高2
2032 日笠　太地 ﾋｶﾞｻ ﾀｲﾁ 高2
2033 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高2

1 法政二 3400 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3406 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2

3403 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 高3
3402 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 高3

2 名古屋 5122 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高1
ﾅｺﾞﾔ 高校 5117 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高3

5118 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高2
5124 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高1

3 慶応 3395 佐藤　大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 高2
ｹｲｵｳ 高校 3390 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高3

3391 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高3
3397 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

4 豊川 5161 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高3
ﾄﾖｶﾜ 高校 5171 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高2

5176 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 高2
5162 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高3

5 飛龍 5023 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2
ﾋﾘｭｳ 高校 5019 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 高3

5020 勝亦　翔吾 ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3
5017 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3

6 八王子 3252 大貫　　勇 ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3248 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高3

3255 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高1
3247 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 高3

7 愛み大瑞穂 5084 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高3
MIZUHO 高校 5085 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高2

5082 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 高3
5083 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 高3

8 比叡山 6008 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高2
ﾋｴｲｻﾞﾝ 高校 6011 河田　結人 ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ 高1

6006 清野　涼二 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｼﾞ 高3
6007 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高2

9 太成学院大高 6146 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 6142 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

6138 金﨑　　廉 ｶﾅｻｷ ﾚﾝ 高3
6134 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3
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競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   9組   高校記録  3:21.34
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
0 大分雄城台 9130 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高1

ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 9124 島末　侑我 ｼﾏｽｴ ﾕｳｶﾞ 高3
9125 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 高3
9123 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高3

1 淑徳巣鴨 3313 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3315 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高2

3317 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高2
3316 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高2

2 市川 6205 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 6209 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1

6206 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高2
6207 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高2

3 九産大付九州 9006 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高3
ｷｭｳｼｭｳ 高校 9003 永野　泰紀 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｷ 高3

9004 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 高3
9007 塩田　　駿 ｼｵﾀ ｼｭﾝ 高3

4 湘南工大附 3360 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3359 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1

3361 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1
3351 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3

5 京都外大西 6032 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高2
KGN 高校 6029 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高2

6026 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高3
6027 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高2

6 報徳学園 6244 福田　裕輝 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 6245 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

6250 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高2
6248 三木　豪人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 高3

7 渋谷幕張 3212 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高2
ｼﾌﾞﾔﾏｸﾊﾘ 高校 3211 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高3

3214 前田　英俊 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 高1
3213 永井　雄斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 高2

8 日大藤沢 3424 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 3422 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高2

3416 石井　優至 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ 高3
3419 関山幸之介 ｾｷﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 高3

9 春日部共栄 3063 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高3
KYOEI 高校 3069 野村　奏太 ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 高2

3068 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高2
3067 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
0 日大高 3379 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3382 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高2
3381 熊倉　洸月 ｸﾏｸﾗ ｺｳｹﾞﾂ 高3
3378 清水　智弘 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3

1 東邦 5111 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高3
ﾄｳﾎｳ 高校 5110 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高3

5113 溝口　侑歩 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 高2
5107 落合　大地 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲﾁ 高3

2 東福岡 9043 髙木　研人 ﾀｶｷ ｹﾝﾄ 高3
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 9041 須古井大輝 ｽｺｲ ﾋﾛｷ 高3

9039 永留　将太 ﾅｶﾞﾄﾒ ｼｮｳﾀ 高3
9044 牛島　　陸 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ 高3

3 桃山学院 6119 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 6123 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高2

6125 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高2
6124 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高2

4 中京大中京 5133 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高2
CHUKYO 高校 5129 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高3

5126 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高3
5130 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高3

5 日大豊山 3301 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 3306 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

3305 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1
3302 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2

6 日出 3336 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高1
ﾋﾉﾃﾞ 高校 3331 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高3

3335 清水　真央 ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 高1
3333 上山　裕也 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ 高2

7 天理 6257 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高3
ﾃﾝﾘ 高校 6258 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 高3

6256 島谷　康弘 ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 高3
6636 乾　　海渡 ｲﾇｲ ｶｲﾄ 高2

8 四條畷学園 6060 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 6063 椎名　建斗 ｼｲﾅ ﾀｹﾄ 高2

6064 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 高1
6065 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 高1

9 柳川 9059 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高2
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 9061 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高2

9062 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高2
9064 平川　真成 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾙ 高1
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