
第1回日本社会人選手権水泳競技大会                 
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スタートリスト

競技No. 44 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 全京都大学 214 田畑　寿起 ﾀﾊﾞﾀ ﾄｼｷ
ｾﾞﾝｷｮｳﾄ 212 大和啓太郎 ﾔﾏﾄ ｹｲﾀﾛｳ

213 北村　岳斗 ｷﾀﾑﾗ ｶﾞｸﾄ
211 吉澤　宏紀 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

3 ＴＯＹＯＴＡ 189 福田　　渓 ﾌｸﾀﾞ ｹｲ
TOYOTA 186 髙野　将汰 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

191 河合　諒哉 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾔ
192 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

4 富士通 127 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ
FUJITSU 129 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ

126 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ
125 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ

5 ルネサンスST 84 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ
ﾙﾈｻﾝｽST 80 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ

81 河野　大地 ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ
79 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

6 南泳会 195 大矢　英人 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞﾄ
NANEIKAI 197 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ

198 浅野　優太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ
199 山本　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

7 富山県庁 159 五島　仁志 ｺﾞｼﾏ ﾋﾄｼ
ﾄﾔﾏｹﾝﾁｮｳ 160 小竹隼太郎 ｵﾀﾞｹ ｼｭﾝﾀﾛｳ

161 松居　海知 ﾏﾂｲ ｶｲﾁ
158 柴田龍之助 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
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富  山

加　盟

京  都

愛  知

神奈川

東  京

愛  知
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 ＫＳＴ 25 亀山　啓吾 ｶﾒﾔﾏ ｹｲｺﾞ
KST 27 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ

28 根岸　涼介 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ
26 廣田章太郎 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 海自横須賀 122 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ
ｶｲｼﾞﾖｺｽｶ 123 熊倉　一哲 ｸﾏｸﾗ ｲｯﾃﾂ

121 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ
124 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ

4 ＪＦＥ京浜 116 中村　一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ
ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ 118 西尾幸四郎 ﾆｼｵ ｺｳｼﾛｳ

99 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ
117 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ

5 三井住友銀行 56 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
SMBC 55 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ

53 間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ
54 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ

6 警　視　庁 39 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ
ｹｲｼﾁｮｳ 36 橋本　圭介 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ

38 加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ
40 深堀勇一郎 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 富士市役所 175 園川　湧斗 ｿﾉｶﾜ ﾕｳﾄ
ﾌｼﾞｼﾔｸｼｮ 176 望月　颯太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ

174 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ
173 勝亦　真也 ｶﾂﾏﾀ ｼﾝﾔ
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神奈川

東  京

東  京

静  岡

加　盟

東  京

神奈川


