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スタートリスト

競技No. 16 男子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:12.54
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 長　野 417 原　　良輔 ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高1

ﾅｶﾞﾉ 418 ベイカ　魁 ﾍﾞｲｶ ｶｲ 中3
420 増田　　陽 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙ 中3
419 丸山　知洋 ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾋﾛ 中3

1 愛　媛 913 一色明日斗 ｲｯｼｷ ｱｽﾄ 高1
ｴﾋﾒ 高校 914 菊地　空音 ｷｸﾁ ｱｵﾄ 高1

915 大橋　海斗 ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 高1
912 竹内　稜翔 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 高1

2 宮  城 74 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 高1
ﾐﾔｷﾞ 76 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3

73 谷藤　大斗 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ 高1
75 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 高1

3 愛　知 566 白崎　礼人 ｼﾗｻｷ ｱﾔﾄ 高1
ｱｲﾁ 567 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高1

569 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 中3
564 高見　諒真 ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ 高1

4 東　京 316 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 315 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 高1

314 小林　龍生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 高1
319 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高1

5 大　阪 713 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 高1
ｵｵｻｶ 712 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高1

714 重藤　流世 ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中3
709 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 高1

6 静　岡 523 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 526 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 高1

524 杉本　碧波 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 高1
527 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 高1

7 北海道 22 及川　恭佑 ｵｲｶﾜ ｷｮｳｽｹ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 18 宮本　颯汰 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ 高1

21 小原　拓海 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 高1
24 高橋　良汰 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 中3

8 大　分 1037 伊﨑　捷陽 ｲｻｷ ｼｮｳﾖｳ 中3
ｵｵｲﾀ 1031 岩田　優雅 ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 高1

1035 入江　崇也 ｲﾘｴ ﾀｶﾔ 中3
1032 沓掛　修也 ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ 高1
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2組
0 京　都 673 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 高1

ｷｮｳﾄ 670 小梶　領真 ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾏ 高1
674 福田　皓大 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 中3
671 田中　大雅 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ 高1

1 群  馬 209 黒古　大樹 ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ 高1
ｸﾞﾝﾏ 212 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ 中3

211 佐久間哲平 ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
210 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 高1

2 埼  玉 237 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 高1
ｻｲﾀﾏ 242 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 中3

241 宮木　宏悦 ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ 中3
240 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 高1

3 福  岡 963 池上　泰正 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ 中3
ﾌｸｵｶ 962 竹原　秀一 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中3

961 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 高1
958 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 高1

4 神奈川 360 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 357 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 高1

358 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 高1
359 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 高1

5 兵  庫 751 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 752 戸上　光助 ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 中3

747 長島京志郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 高1
749 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ 高1

6 鹿児島 1068 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 1067 米山　和博 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 高1

1066 岩切　斗吾 ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ 高1
1065 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1

7 栃　木 182 石井　和也 ｲｼｲ ｶｽﾞﾔ 高1
ﾄﾁｷﾞ 185 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中3

184 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 中3
181 福田　紫悠 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳ 高1

8 秋　田 91 坂本　春空 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ 高1
ｱｷﾀ 高校 88 鑓野目遼弥 ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ 高1

90 髙清水清央 ﾀｶｼﾐｽﾞ ｷﾖﾃﾙ 高1
89 勝田　涼介 ｶﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 高1

9 茨  城 152 濵野崚太郎 ﾊﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 150 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1

149 秦　　亮介 ﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 高1
151 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 高1
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