
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 89 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.03
少年Ａ              大会記録  3:39.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 大　分 915 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高2
ｵｵｲﾀ 高校 912 津﨑　海斗 ﾂｻﾞｷ ｶｲﾄ 高3

914 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高2
916 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高2

3 茨  城 125 井田　真斗 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 127 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高2

128 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高2
124 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高2

4 兵  庫 663 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 662 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高3

660 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高3
666 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2

5 東　京 275 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 278 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 高2

280 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 高2
279 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2

6 福  岡 845 酒井　陽向 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 842 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 高3

843 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 高3
847 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 高2

7 京　都 586 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 585 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高3

583 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高3
582 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

8 福　島 103 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高2
ﾌｸｼﾏ 高校 105 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高2

104 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高2
106 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高2

9 島　根 1044 三代　魁生 ﾐｼﾛ ｶｲｾｲ 高2
ｼﾏﾈ 高校 1043 矢田　鈴人 ﾔﾀ ｽｽﾞﾄ 高2

1041 村尾　遼太 ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ 高3
1040 常松　武朗 ﾂﾈﾏﾂ ﾀｹﾛｳ 高3
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1

2 群  馬 170 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 169 眞塩　凌大 ﾏｼｵ ﾘｮｳﾀ 高3

167 久保田健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 高3
166 浮島　知稀 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｷ 高3

3 静　岡 455 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 460 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 高2

456 小林　　拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 高3
457 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

4 埼  玉 200 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 198 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高2

195 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
196 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高3

5 神奈川 317 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 320 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高3

316 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3
322 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

6 愛　知 497 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 高3
ｱｲﾁ 高校 501 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3

499 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高3
500 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高3

7 大　阪 626 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高2
ｵｵｻｶ 高校 620 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高3

627 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
625 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

8 新  潟 401 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 400 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 高3

402 秋山　怜慈 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高2
399 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高3

9 佐　賀 876 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高3
ｻｶﾞ 高校 879 居石　錬成 ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ 高2

875 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3
880 大森　涼奨 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 高2
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