
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   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:30.19
無差別              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 島　根 棄権

ｼﾏﾈ

1 富　山 378 平野　洋康 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ 中3
ﾄﾔﾏ 377 金山　功汰 ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾀ 高1

380 石橋　拓弥 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 中3
379 田中　逸爽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 中3

2 京　都 552 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 中3
ｷｮｳﾄ 553 石井　　歩 ｲｼｲ ｱﾕﾑ 中3

550 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高1
551 酒井　健伸 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 高1

3 静　岡 429 稲葉　由悟 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 424 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 高1

428 松葉　柊哉 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳﾔ 高1
427 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高1

4 北海道 13 本保　勇斗 ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 17 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 中3

16 岸上慶次朗 ｷｼｶﾞﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ 中3
14 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高1

5 兵  庫 633 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 636 北村　祥瑛 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 高1

638 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 中3
637 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1

6 熊　本 899 村上賢之慎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ 中3
ｸﾏﾓﾄ 897 松永　将人 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 高1

896 長川　　匠 ｵｻｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 高1
900 生田　悠斗 ｲｸﾀ ﾕｳﾄ 中3

7 岩  手 42 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 高1
ｲﾜﾃ 40 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 高1

44 今野　文翔 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄ 中3
41 淀川　泰誠 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 高1

8 山　梨 311 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 高1
ﾔﾏﾅｼ 315 飯島　　凜 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾝ 中3

313 小西　佑茉 ｺﾆｼ ﾕｳﾏ 高1
312 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 高1

9 福　井 403 白崎柔星也 ｼﾗｻｷ ｼﾞｭｷﾔ 高1
ﾌｸｲ 407 中川　雄平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 中3

406 中村　一暉 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 中3
404 山口　英真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 福  岡 854 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 中3

ﾌｸｵｶ 851 藤田　斗優 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 高1
849 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 高1
850 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 高1

1 岩  手 38 小笠原伊吹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 高2
ｲﾜﾃ 高校 37 高瀬　龍人 ﾀｶｾ ﾘｭｳﾄ 高3

43 酒井裕太郎 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
39 熊谷　栞汰 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾝﾀ 高2

2 島　根 710 横川　　晶 ﾖｺｶﾞﾜ ｱｷ 高3
ｼﾏﾈ 高校 711 福田　隼也 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 高3

709 村尾　駿浩 ﾑﾗｵ ﾄｼﾋﾛ 高3
712 常松　武朗 ﾂﾈﾏﾂ ﾀｹﾛｳ 高2

3 山　形 84 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 86 佐藤　　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 高3

85 佐藤　克洸 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 高3
87 槙　　竜汰 ﾏｷ ﾘｭｳﾀ 高3

4 愛　知 467 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 高1
ｱｲﾁ 高校 469 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高1

466 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高1
464 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高1

5 千　葉 1011 國分　隆平 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｭｳﾍｲ 高1
ﾁﾊﾞ 1016 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 中3

1015 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 中3
1013 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 中3

6 茨  城 123 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 128 比留間海月 ﾋﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 高1

121 渡沼　悠我 ﾜﾀﾇﾏ ﾕｳｶﾞ 高3
122 佐藤　　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 高3

7 熊　本 894 戸田　亮真 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 高3
ｸﾏﾓﾄ 高校 893 木村　優太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 高3

892 梶原　悠臣 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾝ 高3
895 塚原　　鉄 ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ 高2

8 大　分 915 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高1
ｵｵｲﾀ 高校 914 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高1

916 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高1
913 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高1

9 滋　賀 526 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中3
ｼｶﾞ 中学 528 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 中3

525 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中3
527 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 岡　山 728 岡田　幸大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 高2

ｵｶﾔﾏ 高校 725 藤野　貴之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 高3
727 山崎　　翼 ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 高3
726 宗光　優希 ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ 高3

1 大　阪 593 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高1
ｵｵｻｶ 高校 598 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 高1

595 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高1
596 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

2 滋　賀 519 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 大2
ｼｶﾞ 大学 518 森時　啓司 ﾓﾘﾄｷ ｹｲｼ 大3

516 谷　　健友 ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ 大3
517 西川　　翔 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 大3

3 福　島 105 木村　陽太 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 103 渡辺　周斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 高3

104 戸田　和弥 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高3
102 菊地　　奏 ｷｸﾁ ｶﾅﾝ 高3

4 静　岡 421 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 418 本田　雅大 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

417 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3
422 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2

5 京　都 549 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 543 森脇　裕大 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

546 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高2
544 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高3

6 新  潟 354 種村　　凌 ﾀﾈﾑﾗ ﾘｮｳ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 355 加藤　永遠 ｶﾄｳ ﾄﾜ 高3

352 新田見　優 ﾆﾀﾐ ﾕｳ 高3
356 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高2

7 群  馬 168 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 169 眞塩　凌大 ﾏｼｵ ﾘｮｳﾀ 高2

167 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 高3
166 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 高3

8 茨  城 126 井田　真斗 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 129 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高1

131 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 中3
125 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高1

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

107 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高1
109 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 香　川 784 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 高3

ｶｶﾞﾜ 高校 787 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高3
788 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2
786 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高3

1 和歌山 683 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 大4
ﾜｶﾔﾏ 681 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ

685 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 大2
682 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2 山　形 83 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 大2
ﾔﾏｶﾞﾀ 大学 82 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大3

80 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 大4
81 奥山　翔太 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 大4

3 大　阪 581 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大2
ｵｵｻｶ 575 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ

578 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 大3
577 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ

4 愛　知 451 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大3
ｱｲﾁ 449 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ

450 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大4
452 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大3

5 静　岡 412 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
ｼｽﾞｵｶ 411 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

416 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大3
414 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

6 神奈川 276 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 272 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高3

273 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高3
271 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3

7 山　口 765 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ
ﾔﾏｸﾞﾁ 764 大林　稜典 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

766 和田　有真 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 大4
767 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大1

8 埼  玉 198 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 高1
ｻｲﾀﾏ 高校 194 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高3

189 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高3
192 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 高3

9 東　京 243 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 242 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1

241 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 高1
240 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高1
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5組
0 福  岡 848 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高2

ﾌｸｵｶ 高校 846 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 高2
843 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 高3
847 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高2

1 東　京 237 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 239 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 高1

233 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
235 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高2

2 福　島 98 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 大2
ﾌｸｼﾏ 大学 99 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 大2

101 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 大2
100 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 大2

3 千　葉 1003 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ
ﾁﾊﾞ 1004 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ

1002 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ
1006 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大3

4 東　京 225 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ
ﾄｳｷｮｳ 226 島崎将太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ

224 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
228 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大3

5 石　川 384 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
ｲｼｶﾜ 387 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ 大4

385 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ
386 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 大4

6 福  岡 841 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 大2
ﾌｸｵｶ 大学 839 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 大4

838 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 大4
840 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 大4

7 愛　知 461 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 高2
ｱｲﾁ 高校 463 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

462 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高2
454 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高3

8 京　都 537 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ
ｷｮｳﾄ 540 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3

541 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大3
542 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大2

9 千　葉 1008 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1007 神宮司怜央 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾚｵ 高3

1010 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高2
1009 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 兵  庫 624 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高3

ﾋｮｳｺﾞ 高校 632 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高2
627 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
628 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 高3

1 神奈川 280 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 281 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高1

283 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高1
282 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

2 北海道 7 常盤　忠靖 ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 4 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 大4

3 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ
6 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 大3

3 愛　媛 807 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
ｴﾋﾒ 808 宇都宮壱基 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 大4

810 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大4
806 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ

4 神奈川 269 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 267 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ

268 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
266 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ

5 埼  玉 188 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大2
ｻｲﾀﾏ 184 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ

186 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 大3
185 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大4

6 兵  庫 621 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大1
ﾋｮｳｺﾞ 大学 619 大寺　巧馬 ｵｵﾃﾗ ﾀｸﾏ 大3

623 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大1
620 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大3

7 茨  城 120 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 114 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ

119 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大1
118 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1

8 大　阪 584 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 高3
ｵｵｻｶ 高校 585 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高3

583 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3
588 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

9 埼  玉 199 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 高1
ｻｲﾀﾏ 197 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高1

202 岩城　優太 ｲﾜｷ ﾕｳﾀ 中3
201 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 中3
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