
第８７回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）

日本記録   3:12.54
競技No. :  20 男子 4x100m フリーリレー 決勝
予選No. :  8 大会記録   3:24.12

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 進出タイム
ヨミガナ 学種

1 315 須磨学園 兵  庫 1384 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 高2 3:29.73
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1380 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 高3

1389 北村　峻聖 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ 高1
1386 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ 高1

2 281 関大北陽 大  阪 1240 浦上　天良 ｳﾗｶﾞﾐ ｿﾗ 高2 3:28.99
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳ 高校 1234 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高3

1239 小林　達郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 高2
1236 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 高3

3 121 日大豊山 東  京 507 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高2 3:28.34
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 513 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 高1

501 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高3
517 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高1

4 137 湘南工大附 神奈川 566 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3 3:27.12
ｼｮｳﾅﾝｺｳﾀﾞｲﾌ 高校 563 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高3

573 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高2
568 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3

5 286 桃山学院 大  阪 1259 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高3 3:28.21
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 高校 1261 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高3

1268 粟野　　翔 ｱﾜﾉ ｶｹﾙ 高2
1266 辻野　優輝 ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ 高2

6 290 太成学院大高 大  阪 1283 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 高3 3:28.73
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1281 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

1291 新谷　好喜 ｼﾝﾀﾆ ｺｳｷ 高1
1290 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

7 157 日大藤沢 神奈川 662 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 高1 3:29.07
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 655 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高2

658 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高2
661 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 高1

8 151 慶応 神奈川 630 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 高1 3:30.15
ｹｲｵｳ 高校 627 石田　虎流 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高2

625 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2
631 土田充千穂 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾁｵ 高1
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補欠 79 成田 千  葉
ﾅﾘﾀ 高校

補欠 296 近畿大附 大  阪
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校
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