
スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 男子   4x100m   フリーリレー   予選   2組
少年Ｂ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 岩  手 42 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 高1

ｲﾜﾃ 44 今野　文翔 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄ 中3
40 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 高1
41 淀川　泰誠 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 高1

1 愛　知 464 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高1
ｱｲﾁ 高校 465 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高1

466 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高1
468 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高1

2 福  岡 850 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 高1
ﾌｸｵｶ 852 入口　直樹 ｲﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高1

851 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 高1
853 椿原　成將 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ 中3

3 東　京 238 西田　大晟 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 240 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高1

243 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1
242 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1

4 大　分 916 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高1
ｵｵｲﾀ 高校 917 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高1

918 山中　大和 ﾔﾏﾅｶ ﾔﾏﾄ 高1
913 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高1

5 埼  玉 196 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 高1
ｻｲﾀﾏ 201 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 中3

202 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 中3
200 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中3

6 大　阪 596 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1
ｵｵｻｶ 高校 595 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高1

594 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
597 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 高1

7 岡　山 732 原田　公平 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1
ｵｶﾔﾏ 高校 733 杉井　郁哉 ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ 高1

730 森上　竜勢 ﾓﾘｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 高1
731 小林　宥貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 高1

8 静　岡 427 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高1
ｼｽﾞｵｶ 425 鈴木　恒陽 ｽｽﾞｷ ｺｳﾖｳ 高1

430 大坂　岳巳 ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ 中3
423 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 高1

9 福　井 405 藤田　聖矢 ﾌｼﾞﾀ ｾｲﾔ 高1
ﾌｸｲ 406 中村　一暉 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 中3

403 白崎柔星也 ｼﾗｻｷ ｼﾞｭｷﾔ 高1
404 山口　英真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 高1
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2組
0 京　都 550 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高1

ｷｮｳﾄ 551 酒井　健伸 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 高1
554 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 中3
552 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 中3

1 滋　賀 525 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中3
ｼｶﾞ 中学 529 木村　嘉伸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉ 中3

526 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中3
527 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中3

2 兵  庫 637 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 636 北村　祥瑛 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 高1

634 平井　尚併 ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 高1
638 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 中3

3 福　島 108 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高1
ﾌｸｼﾏ 高校 106 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高1

110 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高1
109 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高1

4 神奈川 283 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 284 柳川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 中3

280 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1
282 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

5 茨  城 125 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 130 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高1

127 横瀬凛太郎 ﾖｺｾ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1
129 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高1

6 新  潟 361 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 359 松橋　一吹 ﾏﾂﾊｼ ｲﾌﾞｷ 高1

358 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 高1
360 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中3

7 千　葉 1013 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 中3
ﾁﾊﾞ 1012 前田　英俊 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 高1

1015 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 中3
1014 髙橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中3

8 山　口 773 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中3
ﾔﾏｸﾞﾁ 中学 774 西野　徳真 ﾆｼﾉ ﾄｸﾏ 中3

772 溝部　修平 ﾐｿﾞﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 中3
771 福田　光馬 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾏ 中3

9 山　梨 312 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 高1
ﾔﾏﾅｼ 311 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 高1

316 稲岡　雄介 ｲﾅｵｶ ﾕｳｽｹ 中3
315 飯島　　凜 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾝ 中3
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