
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 54 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.03
少年Ｂ              大会記録  3:46.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 福　井 1019 長谷川敬太 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 中3

ﾌｸｲ 1017 中川　雄平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 高1
1020 門屋　知仁 ｶﾄﾞﾔ ﾄﾓﾋﾄ 中3
1016 中村　一暉 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 高1

2 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 939 二又川晃哉 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ｺｳﾔ 高1

941 岩切　斗吾 ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ 中3
936 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高1

3 静　岡 461 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1
ｼｽﾞｵｶ 463 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高1

462 杉原　響紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1
465 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 中3

4 愛　知 507 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中3
ｱｲﾁ 505 柳瀬　航志 ﾔﾅｾ ｺｳｼ 高1

504 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 高1
506 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1

5 埼  玉 205 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 中3
ｻｲﾀﾏ 201 中間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 高1

206 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中3
204 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 高1

6 千　葉 244 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 246 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 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

7 福  岡 849 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 高1
ﾌｸｵｶ 850 後藤　旭登 ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ 高1

852 伊東　　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 中3
855 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 中3

8 岐　阜 556 吉田　早羽 ﾖｼﾀﾞ ｻﾊ 高1
ｷﾞﾌ 560 永井　猛登 ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ 中3

559 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 中3
558 安藤　響平 ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾍｲ 高1

9 群  馬 174 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 高1
ｸﾞﾝﾏ 172 槌谷　尚起 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 高1

173 金　　直輝 ｺﾝ ﾅｵｷ 高1
175 黒古　大樹 ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ 中3
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2組
1 山　梨 359 戸松　巧耀 ﾄﾏﾂ ｺｳﾖｳ 高1

ﾔﾏﾅｼ 356 小池　凌椰 ｺｲｹ ﾘｮｳﾔ 高1
360 稲岡　雄介 ｲﾅｵｶ ﾕｳｽｹ 高1
362 渡辺　裕葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 中3

2 宮  城 63 大場耕太郎 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 中3
ﾐﾔｷﾞ 64 谷藤　大斗 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ 中3

61 小嶌　煕嗣 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 高1
66 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中3

3 兵  庫 674 前田　駿太 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 669 平山　　駿 ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ 高1

670 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 高1
672 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ 中3

4 大　阪 629 辻野　優輝 ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
ｵｵｻｶ 630 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 高1

632 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 中3
628 黒川　紫唯 ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ 高1

5 神奈川 324 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 328 小泉　龍馬 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾏ 高1

325 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高1
326 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1

6 東　京 285 臼井　礼人 ｳｽｲ ｱﾔﾄ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 283 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 高1

282 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高1
286 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 高1

7 北海道 17 山田　海都 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 18 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 中3

14 岸上慶次朗 ｷｼｶﾞﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ 高1
15 笹木　琉偉 ｻｻｷ ﾙｲ 高1

8 京　都 588 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ｷｮｳﾄ 591 豊山　就介 ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 中3

593 永井　悠介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 中3
590 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高1

9 香　川 800 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中3
ｶｶﾞﾜ 799 増田　　開 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 高1

797 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 高1
798 奥野　真央 ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ 高1

Page: 2/2 Printing: 2018/09/16 10:44:23

香  川

加　盟

兵  庫

大  阪

神奈川

東  京

北海道

京  都

山  梨

宮  城


