
第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 花小金井南 673 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 3年
ﾊﾅｺｶﾞﾈｲﾐﾅﾐ 中学 674 川邉亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3年

675 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 2年
676 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 2年

4 磐田城山 320 鈴木　智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 3年
ｲﾜﾀｼﾛﾔﾏ 中学 322 小森　朝陽 ｺﾓﾘ ｱｻﾋ 2年

319 天羽　　瞬 ﾃﾝﾊﾞ ｼｭﾝ 3年
318 岩男　侑樹 ｲﾜｵ ﾕｳｷ 3年

5 日大第三 587 佐原　宏太 ｻﾊﾗ ｺｳﾀ 3年
ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学 589 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 2年

590 中谷　志優 ﾅｶﾔ ｼﾕｳ 2年
586 植村　倭斗 ｳｴﾑﾗ ﾔﾏﾄ 3年

6

7

8

Page: 1/6 Printing: 2018/08/17 13:39:38

加　盟

東  京

静  岡

東  京



第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 南星 274 殿村慎之輔 ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 3年

ﾅﾝｾｲ 中学 272 川崎　誠太 ｶﾜｻｷ ｾｲﾀ 3年
273 柴田　拓弥 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 3年
275 大野　快伸 ｵｵﾉ ｶｲｼﾝ 1年

2 両国 596 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 1年
ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 595 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 2年

592 髙垣　草太 ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ 3年
594 石坂　瑠惟 ｲｼｻﾞｶ ﾙｲ 2年

3 関西大学第一 839 今井孝太郎 ｲﾏｲ ｺｳﾀﾛｳ 3年
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 838 若林　叡司 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 3年

841 生悦住勝也 ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ 3年
842 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 2年

4 高志中等 832 佐藤　碧生 ｻﾄｳ ｱｵｲ 3年
ｺｳｼﾁｭｳﾄｳ 中学 835 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 2年

833 上之山　匠 ｳｴﾉﾔﾏ ｼｮｳ 2年
834 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 2年

5 大庄北 939 宇野　　陸 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 3年
ｵｵｼｮｳｷﾀ 中学 938 大野　佑太 ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 3年

937 袖野　椋可 ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ 3年
936 岡本　稜久 ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 3年

6 館林第四 96 佐久間哲平 ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 3年
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ4 中学 95 菅原　邑介 ｽｶﾜﾗ ﾕｳｽｹ 3年

94 篠塚　　凜 ｼﾉﾂﾞｶ ﾘﾝ 3年
97 菅原　諒二 ｽｶﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 1年

7 川口十二月田 100 石川　峻大 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ 3年
ｼﾜｽﾀﾞ 中学 103 阿部　　誓 ｱﾍﾞ ｾｲ 2年

101 伊藤　旬哉 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 3年
102 杉山　　遼 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 3年

8 富田 75 須賀　祥太 ｽｶﾞ ｼｮｳﾀ 3年
ﾄﾐﾀ 中学 77 五十嵐永陽 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｶﾞﾊﾙ 2年

76 山本　彩太 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾀ 3年
74 野矢　育夢 ﾉﾔ ｲｸﾑ 3年
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第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東北学院 36 畠山　和輝 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ 3年

ｶﾞｸｲﾝﾁｭｳ 中学 34 佐藤　琢成 ｻﾄｳ ﾀｸｾｲ 3年
35 松原　晴太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 3年
37 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 3年

2 浜松西中等部 329 鈴木　雅晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 3年
ﾊﾏﾆｼ 中学 333 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 2年

328 齋藤　龍平 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾍｲ 3年
330 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 3年

3 熱海多賀 285 杉本　碧波 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 3年
ｱﾀﾐﾀｶﾞ 中学 288 黒川　晴斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 3年

286 清水　堅介 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 3年
287 時枝　芽映 ﾄｷｴﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 3年

4 横浜港南 711 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 3年
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 714 平井　悠一 ﾋﾗｲ ﾕｳｲﾁ 2年

713 野澤　　巧 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 2年
712 渡部　光冴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 2年

5 安佐 478 山根　聡太 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 2年
ASA 中学 476 才上　陽也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ 3年

479 大濱　陽向 ｵｵﾊﾏ ﾋﾅﾀ 2年
475 三好　達也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 3年

6 大館東 56 髙清水清央 ﾀｶｼﾐｽﾞ ｷﾖﾃﾙ 3年
ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞｼ 中学 55 鈴木　俊平 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 3年

53 小野　翔太 ｵﾉ ｼｮｳﾀ 3年
57 髙清水優大 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 1年

7 高津 858 三木慎之介 ﾐｷ ｼﾝﾉｽｹ 3年
ｺｳﾂﾞ 中学 859 米田　瑛真 ｺﾒﾀﾞ ｴｲｼﾝ 3年

857 赤松　　丞 ｱｶﾏﾂ ｼﾞｮｳ 3年
861 佐藤　元彦 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋｺ 2年

8 長久手 368 白崎　礼人 ｼﾗｻｷ ｱﾔﾄ 3年
ﾅｶﾞｸﾃ 中学 369 田中　　颯 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 3年

371 田中　啓悟 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ 1年
367 伊藤　良多 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 3年
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第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 浜松日体 325 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 3年

ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲ 中学 327 新林　　空 ｼﾝﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 3年
324 井上　　颯 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 3年
326 内山　太地 ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾁ 3年

2 山王 59 鑓野目遼弥 ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ 3年
ｻﾝﾉｳ 中学 60 齊藤　泰斗 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾄ 3年

62 川口　伝央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾀｴ 2年
61 藤井　北斗 ﾌｼﾞｲ ﾎｸﾄ 3年

3 京山 442 千々松琉之介 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 3年
ｷｮｳﾔﾏ 中学 443 古賀雄市郎 ｺｶﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 3年

441 服部　光希 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾂｷ 3年
439 田中　瑛介 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 3年

4 総社東 461 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 2年
ｿｳｼﾞｬﾋｶﾞ 中学 459 大槻　優斗 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 3年

463 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 1年
460 疋田　瑛士 ﾋｷﾀﾞ ｴｲﾄ 3年

5 平塚江陽 772 金木　太一 ｶﾈｷ ﾀｲﾁ 3年
ﾋﾗﾂｶｺｳﾖｳ 中学 773 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 3年

769 近藤　雅則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 3年
770 永井　真那 ﾅｶﾞｲ ﾏﾅ 3年

6 流山市立南部 225 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 3年
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 226 渡邉　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3年

229 鈴木　楓羅 ｽｽﾞｷ ﾌｳﾗ 1年
227 設樂　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 3年

7 湖西新居 313 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 3年
ｱﾗｲ 中学 311 西川　朋輝 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ 3年

315 吉田　航成 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 3年
314 田中　空知 ﾀﾅｶ ｿﾗﾁ 3年

8 成岩 381 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 2年
ﾅﾗﾜ 中学 380 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 3年

382 竹内　皓紀 ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 2年
384 新井　義志 ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 1年
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第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 暁星 556 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 3年

ｷﾞｮｳｾｲ 中学 555 松波　大輔 ﾏﾂﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 3年
559 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 1年
557 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 2年

2 五井 242 鈴木　光瑠 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 2年
ｺﾞｲ 中学 241 新井　陽向 ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ 2年

244 藤川　恭輔 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳｽｹ 2年
243 久保　翔希 ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ 2年

3 姫路灘 921 濱野　瑠亜 ﾊﾏﾉ ﾙｱ 3年
ﾋﾒｼﾞﾅﾀﾞ 中学 923 北村　峻聖 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ 3年

922 中尾　　剛 ﾅｶｵ ｺﾞｳ 3年
925 萩原　誠斗 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 2年

4 逗子開成 696 岡村　修朋 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ 3年
ｽﾞｼｶｲｾｲ 中学 698 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年

695 金浦　英紀 ｶﾅｳﾗ ﾋﾃﾞｷ 3年
697 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 3年

5 長岡東北 799 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 3年
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 801 作本　一真 ｻｸﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3年

803 佐藤　琥珀 ｻﾄｳ ｺﾊｸ 1年
798 本間　隼大 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 3年

6 陽南 991 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 2年
ﾖｳﾅﾝ 中学 992 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 1年

990 設樂　一帆 ｼﾀﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 2年
987 松下　由成 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾅﾘ 3年

7 大体大浪商 847 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 2年
ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ 中学 846 山中　　睦 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ 3年

845 砂山　大樹 ｽﾅﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 3年
844 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 3年

8 立教池袋 612 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 1年
RIKKYO.I 中学 611 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 2年

608 望月　響輝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 3年
609 浦澤　　仁 ｳﾗｻﾜ ﾋﾄｼ 3年

Page: 5/6 Printing: 2018/08/17 13:39:44

大  阪

東  京

加　盟

東  京

千  葉

兵  庫

神奈川

新  潟

栃  木



第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   6組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 大谷 983 北山　智也 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾔ 3年

ｵｵﾔ 中学 986 岩下　大地 ｲﾜｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 2年
985 古峰　　瑠 ｺﾐﾈ ﾘｭｳ 2年
984 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 3年

2 高松北 490 渡辺　翔大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3年
ﾀｶﾏﾂｷﾀ 中学 492 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ 2年

493 杉田　　優 ｽｷﾞﾀ ﾕｳ 1年
494 北村　昂大 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 1年

3 横浜金沢 704 貝塚　航基 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 3年
ｶﾅｻﾞﾜ 中学 703 小松　純大 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 3年

705 佐枝　宥河 ｻｴﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3年
702 岡　　颯大 ｵｶ ｿｳﾀﾞｲ 3年

4 日大豊山 567 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 2年
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 中学 568 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 2年

569 寒河江泰成 ｻｶﾞｴ ﾀｲｾｲ 2年
563 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 3年

5 彩都西 876 清水　優友 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 2年
ｻｲﾄﾆｼ 中学 874 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 3年

873 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 3年
877 石原　颯大 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 1年

6 鳥屋野 819 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 3年
ﾄﾔﾉ 中学 824 渡辺　一翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄ 2年

823 飯山　集友 ｲｲﾔﾏ ｼｭｳﾄ 3年
822 中島　徳人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄ 3年

7 足立第十四 655 河原　　陽 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ 3年
ｱﾀﾞﾁ14 中学 657 三森　友晴 ﾐﾓﾘ ﾕｳｾｲ 2年

658 川崎　永晴 ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ 2年
656 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 3年

8 北本 166 田島　空汰 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾝﾀ 3年
ｷﾀﾓﾄ 中学 164 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 3年

165 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 3年
167 中島　功揮 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 2年
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