
天皇陛下御即位記念　第７４回国民体育大会          
いきいき茨城ゆめ国体　水泳競技　競泳              
笠松運動公園山新スイミングアリーナ                

スタートリスト

競技No. 54 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
少年Ｂ              大会記録  3:45.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 香　川 884 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 高1
ｶｶﾞﾜ 887 植田　蒼翔 ｳｴﾀ ｿﾗﾄ 中3

885 渡辺　翔大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高1
886 林　龍之介 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1

2 大　分 1036 占部　翔吾 ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 中3
ｵｵｲﾀ 1033 相馬　海翔 ｿｳﾏ ｶｲﾄ 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

3 静　岡 527 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 高1
ｼｽﾞｵｶ 528 進士　歩夢 ｼﾝｼﾞ ｱﾕﾑ 中3

525 植屋　日志 ｳｴﾔ ﾆｼ 高1
523 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 高1

4 福  岡 962 竹原　秀一 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中3
ﾌｸｵｶ 957 坂本淳之介 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 高1

960 佐藤　晴輝 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 高1
958 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 高1

5 大　阪 711 三光　哲平 ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
ｵｵｻｶ 高校 712 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高1

710 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 高1
709 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 高1

6 千　葉 279 養日　　聖 ﾖｳｶ ｻﾄｼ 中3
ﾁﾊﾞ 276 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 高1

275 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1
277 設樂　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 高1

7 茨  城 154 庄子　竜樹 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾂｷ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 150 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高1

151 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 高1
152 濵野崚太郎 ﾊﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 福　井 502 長谷川敬太 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 高1
ﾌｸｲ 503 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 中3

504 毛利慎之介 ﾓｳﾘ ｼﾝﾉｽｹ 中3
505 井上　輝星 ｲﾉｳｴ ｷﾗ 中3

2 岐　阜 622 松下　直将 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵﾄ 中3
ｷﾞﾌ 621 永井　猛登 ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ 高1

620 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 高1
623 桐山慎太郎 ｷﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 中3

3 愛　知 567 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高1
ｱｲﾁ 568 成瀬　叶来 ﾅﾙｾ ﾄﾗｲ 高1

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

4 東　京 316 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 高1
ﾄｳｷｮｳ 320 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中3

317 大見　碧士 ｵｵﾐ ｱｵﾄ 高1
319 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高1

5 北海道 16 山田　海都 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 23 井口　大希 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 中3

20 大高　碧斗 ｵｵﾀｶ ｱｵﾄ 高1
22 及川　恭佑 ｵｲｶﾜ ｷｮｳｽｹ 高1

6 鹿児島 1065 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1
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
1068 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 中3

7 愛　媛 916 檜垣　碧位 ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ 高1
ｴﾋﾒ 高校 917 伊須　新太 ｲｽ ｱﾗﾀ 高1

913 一色明日斗 ｲｯｼｷ ｱｽﾄ 高1
912 竹内　稜翔 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
0

1 山　形 103 髙内　愛斗 ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 105 清野　嗣人 ｾｲﾉ ｼﾄﾞ 中3

104 加藤　碧仁 ｶﾄｳ ｱｵﾄ 高1
102 伊藤　康太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 高1

2 群  馬 211 佐久間哲平 ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
ｸﾞﾝﾏ 208 朝比奈倫寛 ｱｻﾋﾅ ﾄﾓﾋﾛ 高1

212 武　　快飛 ﾀｹ ｶｲﾄ 中3
210 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 高1

3 兵  庫 750 村上　汰晟 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 753 小峯　輝羅 ｺﾐﾈ ｷﾗ 中3

748 竹中　拓哉 ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ 高1
749 大平　理登 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ 高1

4 神奈川 357 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 358 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 高1

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

5 埼  玉 244 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 中3
ｻｲﾀﾏ 243 小澤　　幹 ｵｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 中3

238 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 高1
239 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 高1

6 宮  城 76 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3
ﾐﾔｷﾞ 73 谷藤　大斗 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ 高1

74 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 高1
75 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 高1

7 京　都 674 福田　皓大 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 中3
ｷｮｳﾄ 672 豊山　就介 ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 高1

671 田中　大雅 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ 高1
673 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 高1

8 佐　賀 989 末永　拓巳 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 中3
ｻｶﾞ 988 森田　敏正 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾏｻ 中3

990 立川　晴太 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾀ 中3
987 木原　圭志 ｷﾊﾗ ｹｲｼ 高1
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