
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 18 男子   4x200m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  7:02.26
少年Ａ              大会記録  7:22.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 茨  城 123 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 128 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高2

127 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高2
126 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 高2

4 宮  城 59 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 58 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 高3

57 佐藤　温仁 ｻﾄｳ ｱﾂﾋﾄ 高3
60 菅野　拓海 ｶﾝﾉ ﾀｸﾐ 高2

5 大　阪 621 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3
ｵｵｻｶ 高校 618 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3

624 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高3
622 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高3

6 静　岡 455 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 459 高野　裕也 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 高2

458 松森　　海 ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ 高3
457 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

7 北海道 12 高谷　純平 ﾀｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 9 中牟田雄河 ﾅｶﾑﾀ ﾕｳｶﾞ 高3

10 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高3
11 山西　海璃 ﾔﾏﾆｼ ｶｲﾘ 高3

8 山　梨 352 小林　俊尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ 高3
ﾔﾏﾅｼ 高校 355 小西　佑茉 ｺﾆｼ ﾕｳﾏ 高2

354 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 高2
353 依田　和樹 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高3

9

Page: 1/3 Printing: 2018/09/15 9:38:32

北海道

山  梨

加　盟

茨  城

宮  城

大  阪

静  岡



スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 18 男子   4x200m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  7:02.26
少年Ａ              大会記録  7:22.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2

3 千　葉 238 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 240 大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ 高2

237 今西　慶太 ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ 高3
239 早川　太陽 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 高3

4 大　分 917 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高2
ｵｵｲﾀ 高校 914 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高2

913 江副しずく ｴｿﾞｴ ｼｽﾞｸ 高3
916 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高2

5 埼  玉 199 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 196 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高3

197 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 高2
195 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

6 神奈川 323 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 319 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高3

317 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
318 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3

7 福　島 106 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高2
ﾌｸｼﾏ 高校 102 蛭田　智也 ﾋﾙﾀ ﾄﾓﾔ 高3

103 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高2
107 吉田　朱佑 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 高2

8 佐　賀 877 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高3
ｻｶﾞ 高校 874 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 高3

873 藤田　竜大 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾞｲ 高3
878 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 高3
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3組
1

2 福　井 1010 谷内　柚太 ﾀﾆｳﾁ ﾕｳﾀ 高3
ﾌｸｲ 高校 1009 間所　大貴 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ 高3

1011 藤田　智弥 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 高3
1013 渡辺　雅空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ 高2

3 福  岡 843 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 846 高田　航輔 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 高2

840 堀内　健裕 ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾋﾛ 高3
841 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高3

4 愛　知 500 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高3
ｱｲﾁ 高校 498 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高3

496 伊藤　　巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 高3
495 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高3

5 東　京 276 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 280 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 高2

275 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高3
274 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3

6 兵  庫 666 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 665 増田　達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高2

664 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 高2
659 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 高3

7 京　都 584 塩川　瑛介 ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 586 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3

587 酒井　健伸 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 高2
582 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

8 和歌山 723 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 721 西本　憲伸 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 高3

720 田中　琉太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 高3
722 上西　　大 ｳｴﾆｼ ﾋﾛｼ 高3
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