
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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 佐原 233 髙木　太輔 ﾀｶｷﾞ ﾀｲｽｹ 3年
ｻﾜﾗ 中学 232 齋藤　　凜 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 3年

236 高須　勇人 ﾀｶｽ ﾕｳﾄ 2年
234 須本　俊介 ｽﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 3年

4 雄踏 310 中村　壮志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 2年
ﾕｳﾄｳﾁｭｳ 中学 307 和久田康誓 ﾜｸﾀﾞ ｺｳｾｲ 3年

309 門間　昂汰 ﾓﾝﾏ ｺｳﾀ 3年
308 宮﨑　裕瀬 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｾ 3年

5 八乙女 46 青木　　然 ｱｵｷ ｾﾞﾝ 2年
ﾔｵﾄﾒ 中学 45 吉田　　颯 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 3年

44 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 3年
43 菅原　昂大 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 3年

6 穎明館 574 奥野　叶太 ｵｸﾉ ｶﾅﾀ 3年
ｴｲﾒｲｶﾝ 中学 572 歌谷　洸紀 ｳﾀﾀﾆ ｺｳｷ 3年

573 吉田　柊哉 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 3年
571 村松　　拓 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸ 3年

7

8
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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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 昭和学院 179 井原　秀介 ｲﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 3年

ｼｮｳﾜｶﾞｸｲﾝ 中学 178 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 3年
183 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 1年
180 福﨑　裕太 ﾌｸｻﾞｷ ﾕｳﾀ 2年

2 高知城北 965 平尾　　陸 ﾋﾗｵ ﾘｸ 3年
ｼﾞｮｳﾎｸ 中学 962 宗石　星流 ﾑﾈｲｼ ｾﾅ 3年

963 津江　透仁 ﾂｴ ﾕｷﾋﾄ 3年
964 北川　勝基 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂｷ 3年

3 泉 66 髙橋　京矢 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾔ 3年
ｲｽﾞﾐi 中学 64 柴田　万潤 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ 3年

67 金田凌太朗 ｶﾈﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2年
65 小山田凌太 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 3年

4 攻玉社 607 山口　翔大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 2年
ｺｳｷﾞｮｸｼｬ 中学 604 秋鹿　幸也 ｱｲｶ ﾕｷﾔ 3年

606 柳澤　歩夢 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾑ 2年
605 大庭　怜士 ｵｵﾊﾞ ﾚｵ 3年

5 北陵 467 池町　愼哉 ｲｹﾏﾁ ｼﾝﾔ 3年
ﾎｸﾘｮｳ 中学 465 池嶋　勇人 ｲｹｼﾏ ﾕｳﾄ 3年

464 萬代　悠斗 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ 3年
466 毛利　　天 ﾓｳﾘ ｿﾗ 3年

6 安佐 475 三好　達也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 3年
ASA 中学 476 才上　陽也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ 3年

478 山根　聡太 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 2年
479 大濱　陽向 ｵｵﾊﾏ ﾋﾅﾀ 2年

7 さいたま常盤 106 福田　真大 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾋﾛ 2年
ｻｲﾀﾏﾄｷﾜ 中学 105 赤堀　悠翔 ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾄ 3年

104 本間　遥稀 ﾎﾝﾏ ﾊﾙｷ 3年
107 林　駿之介 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾉｽｹ 2年

8 越谷富士 133 竹内　太洋 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾖｳ 3年
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 135 本多成海希 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾐｷ 2年

134 大髙　怜雅 ｵｵﾀｶ ﾚｲｶﾞ 3年
136 亀山　　康 ｶﾒﾔﾏ ｺｳ 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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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 462 大賀　翔真 ｵｵｶﾞ ｼｮｳﾏ 2年
458 本田　彩翔 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾄ 3年
459 大槻　優斗 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 3年

2 福栄 205 寺下　大陸 ﾃﾗｼﾀ ﾘｸ 3年
ﾌｸｴｲ 中学 203 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 3年

207 加藤　弘晴 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 2年
206 久野　竜慈 ｸﾉ ﾘｭｳｼﾞ 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 286 清水　堅介 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 3年

288 黒川　晴斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 3年
287 時枝　芽映 ﾄｷｴﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 3年

4 福米 435 上杉　了以 ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ 1年
ﾌｸﾖﾈﾁｭｳ 中学 433 杉村　一蕗 ｽｷﾞﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 3年

432 山内　祐輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 3年
431 吉持　陽貴 ﾖｼﾓﾁ ﾊﾙｷ 3年

5 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

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

6 花巻 30 菊池　純晟 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ 3年
ﾊﾅﾏｷh 中学 32 大矢　一誠 ｵｵﾔ ｲｯｾｲ 1年

27 菊池　春太 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀ 3年
31 櫻井　　漸 ｻｸﾗｲ ｾﾞﾝ 3年

7 川口戸塚西 124 菅野　涼馬 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 3年
ﾄﾂﾞｶﾆｼ 中学 126 島田　　翼 ｼﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 2年

125 木村　藍翔 ｷﾑﾗ ｱｲﾄ 3年
127 今村　俊太 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 2年

8 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

557 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 2年
559 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 富田 497 モートン海夢 ﾓｰﾄﾝ ｶｲﾑ 3年

ﾄﾐﾀﾞ 中学 498 川人　玲温 ｶﾜﾋﾄ ﾚﾝ 2年
495 樫原　佑祈 ｶｼﾊﾗ ﾕｳｷ 3年
496 幸津　　成 ｺｳｽﾞ ﾅｶﾞｷ 3年

2 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 275 大野　快伸 ｵｵﾉ ｶｲｼﾝ 1年

270 藤本　涼平 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 3年
272 川崎　誠太 ｶﾜｻｷ ｾｲﾀ 3年

3 京山 441 服部　光希 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾂｷ 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

442 千々松琉之介 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 3年
439 田中　瑛介 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 3年

4 帝京大可児 396 杉浦　由侑 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳ 2年
ﾃｲｷｮｳｶﾆﾁ 中学 393 原　　陽貴 ﾊﾗ ﾊﾙｷ 3年

394 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 3年
395 中田　温大 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 3年

5 両国 593 鈴木　明太 ｽｽﾞｷ ﾒｲﾀ 2年
ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 595 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 2年

596 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 1年
592 髙垣　草太 ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ 3年

6 御幸 742 芦川竜之介 ｱｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 3年
ﾐﾕｷ 中学 747 大野　朝陽 ｵｵﾉ ｱｻﾋ 1年

745 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 2年
743 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 3年

7 和大附属 422 淵川　天紀 ﾌﾁｶﾜ ﾃﾝｷ 3年
ﾜﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 中学 424 片畑　晴磨 ｶﾀﾊﾀ ｾｲﾏ 3年

426 中山　　響 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳ 2年
423 田中　玲央 ﾀﾅｶ ﾚｵ 3年

8 高松北 491 中瀬　　駿 ﾅｶｾ ｼｭﾝ 2年
ﾀｶﾏﾂｷﾀ 中学 490 渡辺　翔大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3年

492 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ 2年
494 北村　昂大 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5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
984 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 3年
985 古峰　　瑠 ｺﾐﾈ ﾘｭｳ 2年

2 花小金井南 675 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 2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

673 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 3年
676 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 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

919 吉田　遼平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 3年
922 中尾　　剛 ﾅｶｵ ｺﾞｳ 3年

4 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 800 澤山　陽輝 ｻﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ 3年

797 野口　康介 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 3年
798 本間　隼大 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 3年

5 東海大浦安 188 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 3年
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 中学 189 岩本　　翔 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳ 3年

187 大和　怜央 ﾔﾏﾄ ﾚｵ 3年
185 柳澤　朝日 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 3年

6 浜松西中等部 330 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 3年
ﾊﾏﾆｼ 中学 329 鈴木　雅晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 3年

328 齋藤　龍平 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾍｲ 3年
333 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 2年

7 結城東 85 伊藤　碧天 ｲﾄｳ ｱｵｲ 3年
ﾕｳｷﾋｶﾞｼ 中学 87 比留間海羽 ﾋﾙﾏ ﾐｳ 3年

86 秦　　亮介 ﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 3年
88 小谷野凱登 ｺﾔﾉ ｶｲﾄ 2年

8 山王 62 川口　伝央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾀｴ 2年
ｻﾝﾉｳ 中学 63 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ 1年

59 鑓野目遼弥 ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ 3年
60 齊藤　泰斗 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾄ 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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 横須賀 386 花井　智弘 ﾊﾅｲ ﾁﾋﾛ 3年

ﾖｺｽｶ 中学 385 蟹江　祥太 ｶﾆｴ ｼｮｳﾀ 3年
388 古賀　白馬 ｺｶﾞ ﾊｸﾊﾞ 2年
387 追分　佑太 ｵｲﾜｹ ﾕｳﾀ 3年

2 大体大浪商 844 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 3年
ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ 中学 846 山中　　睦 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ 3年

848 西村　祐里 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ 2年
847 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 2年

3 陽南 992 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 1年
ﾖｳﾅﾝ 中学 987 松下　由成 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾅﾘ 3年

991 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 2年
990 設樂　一帆 ｼﾀﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 2年

4 逗子開成 697 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 3年
ｽﾞｼｶｲｾｲ 中学 700 田中　悠資 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 2年

698 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年
696 岡村　修朋 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ 3年

5 大庄北 937 袖野　椋可 ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ 3年
ｵｵｼｮｳｷﾀ 中学 936 岡本　稜久 ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 3年

939 宇野　　陸 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 3年
938 大野　佑太 ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 3年

6 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 324 井上　　颯 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 3年

327 新林　　空 ｼﾝﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 3年
326 内山　太地 ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾁ 3年

7 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

367 伊藤　良多 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 3年
371 田中　啓悟 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ 1年

8 姪浜 508 井上　　真 ｲﾉｳｴ ｼﾝ 2年
ﾒｲﾉﾊﾏ 中学 505 坂本淳之介 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 3年

504 橋本　力輝 ﾊｼﾓﾄ ﾘｷ 3年
506 安武　翔吾 ﾔｽﾀｹ ｼｮｳｺﾞ 3年
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神奈川

兵  庫

静  岡

愛  知

福  岡

加　盟

愛  知

大  阪

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. 10 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 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 775 大塚　　心 ｵｵﾂｶ ｼﾝ 1年
773 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 3年
770 永井　真那 ﾅｶﾞｲ ﾏﾅ 3年

2 磐田城山 318 岩男　侑樹 ｲﾜｵ ﾕｳｷ 3年
ｲﾜﾀｼﾛﾔﾏ 中学 322 小森　朝陽 ｺﾓﾘ ｱｻﾋ 2年

320 鈴木　智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 3年
319 天羽　　瞬 ﾃﾝﾊﾞ ｼｭﾝ 3年

3 流山市立南部 226 渡邉　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3年
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 224 横田　海八 ﾖｺﾀ ｶｲﾔ 3年

225 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 3年
227 設樂　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 3年

4 日大豊山 565 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 3年
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 中学 566 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 2年

568 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 2年
563 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 3年

5 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 705 佐枝　宥河 ｻｴﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 3年

701 坂本　裕哉 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 3年
702 岡　　颯大 ｵｶ ｿｳﾀﾞｲ 3年

6 関西大学第一 840 松村　史楓 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾌｳ 3年
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 841 生悦住勝也 ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ 3年

839 今井孝太郎 ｲﾏｲ ｺｳﾀﾛｳ 3年
842 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 2年

7 東邦大付東邦 220 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 2年
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌ 中学 221 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 1年

216 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年
219 伊藤　一哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 2年

8 東北学院 37 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 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

33 千葉慶太郎 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 3年
35 松原　晴太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 3年
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千  葉

宮  城

加　盟

神奈川

静  岡

千  葉

東  京

神奈川

大  阪


