
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 91 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
成年                大会記録  3:33.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1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 924 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 大3

923 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大3
926 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大2

3 秋　田 77 大髙　準也 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ 大4
ｱｷﾀ 大学 79 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 大2

78 三浦　　心 ﾐｳﾗ ｼﾝ 大3
76 佐藤　勲平 ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ 大4

4 東　京 267 松原　　颯 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ
ﾄｳｷｮｳ 268 高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ

273 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大1
271 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大3

5 埼  玉 193 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大3
ｻｲﾀﾏ 大学 191 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 大4

190 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 大4
192 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大3

6 新  潟 396 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ
ﾆｲｶﾞﾀ 394 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ

395 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ
397 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 大2

7 石　川 435 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
ｲｼｶﾜ 437 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ

436 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ
438 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 大2

8 福  岡 棄権
ﾌｸｵｶ
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 香　川 792 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 大1
ｶｶﾞﾜ 794 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大1

789 谷口　誠司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ
791 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 大4

3 福　井 1003 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
ﾌｸｲ 1005 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ

1004 武田　一斗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ
1001 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ

4 大　阪 615 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大3
ｵｵｻｶ 611 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ

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

5 兵  庫 658 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 大1
ﾋｮｳｺﾞ 大学 653 大寺　巧馬 ｵｵﾃﾗ ﾀｸﾏ 大4

657 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大2
655 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大2

6 愛　知 489 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ
ｱｲﾁ 488 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ

490 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ
493 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 大3

7 広  島 764 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 大2
ﾋﾛｼﾏ 762 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

761 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
763 田中洸太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大4

8 群  馬 164 赤坂　健太 ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ 大2
ｸﾞﾝﾏ 大学 160 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 大4

163 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大2
165 近藤　白竜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 京　都 577 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ
ｷｮｳﾄ 579 伊藤　快仁 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 大4

578 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大4
581 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大1

3 奈  良 696 砂間　敬太 ｽﾅﾏ ｹｲﾀ
ﾅﾗ 699 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 大1

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

4 千　葉 233 安田　純輝 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ
ﾁﾊﾞ 234 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ

232 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ
236 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大4

5 神奈川 312 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 大4
ｶﾅｶﾞﾜ 311 渡邊　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

310 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
315 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大1

6 静　岡 449 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
ｼｽﾞｵｶ 448 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ

453 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 大4
451 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

7 茨  城 122 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 大2
ｲﾊﾞﾗｷ 116 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ

117 和田　有真 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ
118 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ

8 三　重 535 芝﨑　大賀 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲｶﾞ 大2
ﾐｴ 530 金谷　優気 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ

539 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大1
538 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大2
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