
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）

高校記録   7:18.59
競技No. :  70 男子 4x200m フリーリレー 決勝
予選No. :  54 大会記録   7:23.02

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 70 埼玉栄 埼  玉 320 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 高3 7:37.61
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 327 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 高1

331 庭野　直樹 ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ 高1
321 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高3

2 287 桃山学院 大  阪 1268 粟野　　翔 ｱﾜﾉ ｶｹﾙ 高2 7:36.38
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

1270 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1
1259 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高3

3 297 近畿大附 大  阪 1313 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高2 7:35.82
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1315 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 高1

1312 加藤　睦也 ｶﾄｳ ﾁｶﾔ 高2
1310 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高3

4 122 日大豊山 東  京 507 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高2 7:30.47
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 503 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

513 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 高1
517 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高1

5 138 湘南工大附 神奈川 563 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高3 7:35.68
ｼｮｳﾅﾝｺｳﾀﾞｲﾌ 高校 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
566 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3

6 158 日大藤沢 神奈川 661 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 高1 7:36.30
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

656 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 高2
662 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 高1

7 291 太成学院大高 大  阪 1284 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高3 7:36.52
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1283 田丸　敬也 ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ 高3

1281 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
1280 生見　泰聖 ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ 高3

8 231 中京大中京 愛  知 1009 山田　悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 高2 7:37.77
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮ 高校 999 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高3

997 金澤　　遼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高3
1015 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高1
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補欠 274 大体大浪商 大  阪
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ 高校

補欠 152 慶応 神奈川
ｹｲｵｳ 高校
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