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スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 中学記録  3:29.83
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 高松北 839 杉田　　優 ｽｷﾞﾀ ﾕｳ 中2
ﾀｶﾏﾂｷﾀ 中学 837 中瀬　　駿 ﾅｶｾ ｼｭﾝ 中3

838 氏原　拓人 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ 中3
840 北村　昂大 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 中2

2 足立第十四 301 川崎　永晴 ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ 中3
ｱﾀﾞﾁ14 中学 299 田中　詞也 ﾀﾅｶ ｺﾄﾔ 中3

300 三森　友晴 ﾐﾓﾘ ﾕｳｾｲ 中3
302 日浦　琉玖 ﾋｳﾗ ﾘｸ 中3

3 大体大浪商 676 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 中3
ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ 中学 680 伐栗　凰佑 ｷﾘｸﾘ ｵｳｽｹ 中2

679 細川　　碧 ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ 中2
681 善野　　煌 ｾﾞﾝﾉ ﾋｶﾙ 中1

4 陽南 77 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 中2
ﾖｳﾅﾝ 中学 73 設樂　一帆 ｼﾀﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 中3

75 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中3
76 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中3

5 三条第一 470 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 中1
ｻﾝｼﾞｮｳｲﾁ 中学 469 伊藤　凰雅 ｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 中3

467 佐藤遼太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中3
465 清水　海里 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 中3

6 高志中等 484 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 中3
ｺｳｼﾁｭｳﾄｳ 中学 483 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 中3

482 高橋　叶和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ 中3
481 上之山　匠 ｳｴﾉﾔﾏ ｼｮｳ 中3

7 成岩 597 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 中3
ﾅﾗﾜ 中学 601 竹内　晴輝 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 中2

602 新井　義志 ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 中2
599 竹内　皓紀 ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 中3

8 桐光学園 403 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 中1
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 中学 400 冨澤　大成 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 中3

401 佐藤　能亜 ｻﾄｳ ﾉｱ 中2
399 岡部　快澄 ｵｶﾍﾞ ｶｲﾄ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 暁星 216 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中3
ｷﾞｮｳｾｲ 中学 218 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 中2

219 櫻井　俊作 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ 中1
217 岩瀬　侑晟 ｲﾜｾ ﾕｳｾｲ 中2

2 安佐 804 大濱　陽向 ｵｵﾊﾏ ﾋﾅﾀ 中3
ASA 中学 806 鉄増　海人 ﾃﾂﾏｽ ｶｲﾄ 中2

808 酒井実希夫 ｻｶｲ ﾐｷｵ 中2
803 山根　聡太 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 中3

3 甲山 581 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中3
ｺｳｻﾞﾝ 中学 580 朝倉　悠斗 ｱｻｸﾗ ﾕｳﾄ 中3

583 加藤　晴陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 中2
582 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中3

4 五井 213 久保　翔希 ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ 中3
ｺﾞｲ 中学 211 新井　陽向 ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ 中3

214 藤川　恭輔 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳｽｹ 中3
212 鈴木　光瑠 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中3

5 日大第三 237 磯波　勇仁 ｲｿﾅﾐ ﾀｹﾋﾄ 中3
ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学 240 渡邉　慶一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 中3

239 中谷　志優 ﾅｶﾔ ｼﾕｳ 中3
238 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

6 川和 364 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中3
ｶﾜﾜ 中学 368 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 中2

366 上田　涼太 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中2
369 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 中1

7 中央中等 98 金子　諒大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 中3
ﾁｭｳｵｳ 中学 99 堀金　佑吏 ﾎﾘｶﾈ ﾕｳﾘ 中3

101 矢嶋　千大 ﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 中2
100 鈴木　奏汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 中3

8 東邦大東邦 200 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 中2
ﾄｳﾎｳﾀﾞｲﾌ 中学 197 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 中3

194 伊藤　一哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 中3
196 金子　　剛 ｶﾈｺ ﾂﾖｼ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 洛星 639 寺本健太郎 ﾃﾗﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 中3

ﾗｸｾｲﾁｭｳｶ 中学 641 渡邉　昊優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾕｳ 中2
637 森本　修伍 ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳｺﾞ 中3
638 宇城　謙人 ｳｼﾞｮｳ ｹﾝﾄ 中3

1 霧丘 875 小幡　漱樹 ｵﾊﾞﾀ ｿｳｼﾞｭ 中3
ｷﾘｶﾞｵｶ 中学 877 案西　啓介 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｽｹ 中1

873 中野　椋太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 中3
874 寺井　悠晴 ﾃﾗｲ ﾕｳｾｲ 中3

2 北星 509 舘　明紀仁 ﾀﾁ ｱｷﾋﾄ 中3
ﾎｸｾｲ 中学 511 鈴木　陸真 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾏ 中3

510 高井　亮太 ﾀｶｲ ﾘｮｳﾀ 中3
512 鈴木　健晟 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 中3

3 横浜港南 339 伊藤　　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 中3
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 338 平井　悠一 ﾋﾗｲ ﾕｳｲﾁ 中3

337 野澤　　巧 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 中3
336 渡部　光冴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 中3

4 日大豊山 227 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 228 寒河江泰成 ｻｶﾞｴ ﾀｲｾｲ 中3

225 満園　　瑛 ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ 中3
224 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中3

5 両国 251 岡田　凌平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2
ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 246 鈴木　明太 ｽｽﾞｷ ﾒｲﾀ 中3

250 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 中2
248 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中3

6 南宮 443 増田　　陽 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙ 中3
ﾅﾝｸﾞｳ 中学 441 浦野　奏太 ｳﾗﾉ ｶﾅﾀ 中3

444 岩下　大介 ｲﾜｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 中3
440 大竹　悠斗 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾄ 中3

7 山鹿 894 福原　悠大 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
ﾔﾏｶﾞ 中学 893 佐藤　由然 ｻﾄｳ ﾕｳｾﾞﾝ 中3

892 後藤　良誓 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 中3
896 辻　　大地 ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ 中1

8 小針 167 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 中3
ｲﾅｺﾊﾞﾘ 中学 169 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 中1

166 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 中3
168 西潟　崚大 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 中2
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