
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   3:37.67
競技No. :  84 男子 4x100m メドレーリレー 決勝
予選No. :  76 大会記録   3:41.52

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

1 159 日大藤沢 神奈川 655 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高2 3:48.83
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 651 井上　啓太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 高3

662 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 高1
661 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 高1

2 52 春日部共栄 埼  玉 252 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 高3 3:48.24
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 253 中間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 高2

251 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ 高3
254 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 高2

3 71 埼玉栄 埼  玉 320 髙地　駿介 ﾀｶﾁ ｼｭﾝｽｹ 高3 3:47.99
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 322 永島　直樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ 高3

329 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 高1
321 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 高3

4 298 近畿大附 大  阪 1310 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高3 3:47.09
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1314 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高1

1311 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 高2
1313 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高2

5 123 日大豊山 東  京 509 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 高2 3:47.09
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 501 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高3

507 瀬良　紘太 ｾﾗ ｺｳﾀ 高2
517 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高1

6 288 桃山学院 大  阪 1266 辻野　優輝 ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ 高2 3:48.11
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 高校 1260 南條　光輝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高3

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

7 242 豊川 愛  知 1057 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 高2 3:48.69
ﾄﾖｶﾜ 高校 1061 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高2

1054 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 高3
1055 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高3

8 139 湘南工大附 神奈川 563 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高3 3:49.02
ｼｮｳﾅﾝｺｳﾀﾞｲﾌ 高校 572 日髙　颯哉 ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ 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
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補欠 232 中京大中京 愛  知
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮ 高校

補欠 109 八王子 東  京
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校
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