
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   4x200m   フリーリレー   予選   2組
少年Ａ              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 山　梨 309 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 高3
ﾔﾏﾅｼ 高校 307 長田　　諒 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

310 小林　俊尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ 高2
308 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

2 和歌山 686 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 689 西本　憲伸 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 高2

687 井上　俊哉 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾔ 高3
690 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 高2

3 大　阪 588 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2
ｵｵｻｶ 高校 591 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高2

586 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3
590 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高2

4 愛　知 459 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高3
ｱｲﾁ 高校 457 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高3

458 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高3
454 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高3

5 埼  玉 192 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 189 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高3

195 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2
190 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高3

6 福  岡 847 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 845 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高2

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

7 群  馬 165 高橋　洸輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 166 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 高3

167 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 高3
168 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高2
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1 佐賀 878 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高2
ｻｶﾞ 高校 875 渋谷　晃樹 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 高3

879 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 高2
877 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 高2

2 静　岡 422 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 419 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高2

421 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2
417 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3

3 兵  庫 628 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 629 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 高3

627 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
630 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高2

4 東　京 236 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 233 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3

234 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2
235 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高2

5 神奈川 275 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 274 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

279 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高2
271 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3

6 京　都 544 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 545 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高2

549 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高2
547 塩川　瑛介 ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ 高2

7 香　川 788 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2
ｶｶﾞﾜ 高校 785 佐々木龍吾 ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ 高3

789 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 高2
787 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高3

8

9

Page: 2/2 Printing: 2017/09/15 12:11:30

香  川

加　盟

佐  賀

静  岡

兵  庫

東  京

神奈川

京  都


