
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 16 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
少年Ｂ              大会記録  3:27.52

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 福　井 1022 景山　靖教 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 中3
ﾌｸｲ 中学 1018 樋口　介人 ﾋｸﾞﾁ ｶｲﾄ 中3

1019 長谷川敬太 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 中3
1021 吉田　州吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 中3

3 熊　本 901 生田　悠斗 ｲｸﾀ ﾕｳﾄ 高1
ｸﾏﾓﾄ 高校 898 須藤　　颯 ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾀ 高1

899 宮田　　潤 ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝ 高1
900 村上賢之慎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ 高1

4 千　葉 242 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 244 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 高1

243 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高1
245 岩立　健太 ｲﾜﾀﾃ ｹﾝﾀ 高1

5 兵  庫 670 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 672 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ 中3

668 白根　兵悟 ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ 高1
671 北川　　凜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ 高1

6 大　阪 631 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 中3
ｵｵｻｶ 628 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 高1

629 辻野　優輝 ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
632 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 中3

7 静　岡 466 杉本　碧波 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 中3
ｼｽﾞｵｶ 465 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 中3

468 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 中3
461 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1

8 青　森 40 木村　修梧 ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ 中3
ｱｵﾓﾘ 38 三橋凜大朗 ﾐﾂﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1

39 東谷　亮汰 ｱｽﾞﾏﾔ ﾘｮｳﾀ 中3
37 熊澤　真翔 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 愛　媛 825 竹内　稜翔 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 中3
ｴﾋﾒ 822 山﨑　太陽 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 高1

826 一色明日斗 ｲｯｼｷ ｱｽﾄ 中3
824 花山　虹介 ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ 高1

3 鹿児島 940 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 937 中村　星斗 ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 高1

938 浦田　篤志 ｳﾗﾀ ｱﾂｼ 高1
936 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高1

4 福  岡 855 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 中3
ﾌｸｵｶ 848 椿原　成將 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ 高1

853 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 中3
851 黒田　侑希 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 高1

5 東　京 286 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 高1
ﾄｳｷｮｳ 287 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中3

284 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 高1
283 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 高1

6 愛　知 506 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1
ｱｲﾁ 502 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 高1

504 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 高1
507 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中3

7 群  馬 176 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中3
ｸﾞﾝﾏ 174 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 高1

175 黒古　大樹 ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ 中3
177 佐久間哲平 ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 中3

8 山　梨 362 渡辺　裕葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 中3
ﾔﾏﾅｼ 361 内藤　慧太 ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ 中3

358 飯島　　凜 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾝ 高1
357 間瀬　太善 ﾏｾ ﾀｲｾﾞﾝ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 秋　田 85 坂本　春空 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ 中3
ｱｷﾀ 中学 82 鑓野目遼弥 ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ 中3

84 髙清水清央 ﾀｶｼﾐｽﾞ ｷﾖﾃﾙ 中3
83 髙橋　京矢 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾔ 中3

3 京　都 589 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高1
ｷｮｳﾄ 588 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1

592 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中3
590 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高1

4 新  潟 403 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 408 長谷川真大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 中3

405 小林　伸明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ 高1
404 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 高1

5 神奈川 325 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 327 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 高1

329 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中3
326 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1

6 埼  玉 204 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 高1
ｻｲﾀﾏ 203 猪　　波音 ｲﾉ ﾅｵﾄ 高1

206 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中3
202 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1

7 富　山 422 平野　洋康 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ 高1
ﾄﾔﾏ 423 田中　逸爽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 高1

424 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 高1
425 殿村慎之輔 ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 中3

8 滋　賀 570 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 高1
ｼｶﾞ 高校 572 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高1

571 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 高1
569 木村　遥敬 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 高1
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