
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 56 男子    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:28.69
成年                大会記録  1:28.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 奈  良 695 森　　元秀 ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ
ﾅﾗ 696 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ

700 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 大1
697 森野　　喬 ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ 大4

4 愛　知 492 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大4
ｱｲﾁ 490 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ

489 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ
493 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 大3

5 埼  玉 190 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 大4
ｻｲﾀﾏ 188 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ

189 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4
192 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大3

6 静　岡 452 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ
ｼｽﾞｵｶ 449 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

447 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
451 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

7 香　川 791 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大4
ｶｶﾞﾜ 790 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ

793 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 大1
789 谷口　誠司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ

8 京　都 577 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ
ｷｮｳﾄ 581 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大1

580 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 大3
578 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 宮　崎 925 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ 大2
ﾐﾔｻﾞｷ 大学 926 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大2

923 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大3
924 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 大3

3 茨  城 119 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 118 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ

121 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大2
120 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大2

4 大　阪 614 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 大3
ｵｵｻｶ 大学 617 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 大1

613 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大3
615 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3

5 新  潟 397 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大2
ﾆｲｶﾞﾀ 396 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ

392 河本　耕平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
398 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 大2

6 北海道 2 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 1 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ

6 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 大1
3 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 大4

7 千　葉 231 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ
ﾁﾊﾞ 230 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ

235 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ
236 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大4

8 和歌山 718 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 大3
ﾜｶﾔﾏ 719 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大2

716 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
715 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 三　重 538 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大2
ﾐｴ 大学 534 川口　恭矢 ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 大3

536 村山　裕哉 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 大2
533 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

3 福　井 1002 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ
ﾌｸｲ 1008 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大1

1006 長谷川楓悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 大2
1007 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大1

4 長　野 375 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ
ﾅｶﾞﾉ 376 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

377 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大4
380 西沢　優作 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 大1

5 神奈川 315 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大1
ｶﾅｶﾞﾜ 308 高安　　亮 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ

310 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
314 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 大2

6 東　京 269 金子　竜大 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ 大4
ﾄｳｷｮｳ 270 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大4

271 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大3
266 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

7 兵  庫 654 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大4
ﾋｮｳｺﾞ 大学 655 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大2

656 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 大2
658 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 大1

8 愛　媛 821 今城　拓海 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大1
ｴﾋﾒ 818 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ

819 内海　壮一 ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ
820 原田　恭佑 ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 大3

9

Page: 3/3 Printing: 2018/09/16 9:25:48

神奈川

東  京

兵  庫

愛  媛

加　盟

三  重

福  井

長  野


