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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 山　梨 392 戸松　巧耀 ﾄﾏﾂ ｺｳﾖｳ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 389 小池　凌椰 ｺｲｹ ﾘｮｳﾔ 高2

388 小西　佑茉 ｺﾆｼ ﾕｳﾏ 高3
386 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 高3

2 茨  城 143 井田　真斗 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾄ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 146 徳淵　　凜 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ 高3

147 荒井　岳朗 ｱﾗｲ ﾀｹｱｷ 高3
142 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3

3 鹿児島 1062 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 高2
ｶｺﾞｼﾏ 高校 1059 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

1061 岩元　大秀 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ 高3
1060 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高3

4 大　阪 699 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高3
ｵｵｻｶ 高校 700 南條　光輝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高3

701 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 高3
704 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

5 大　分 1027 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 1034 池﨑　勇真 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高1

1025 立山　拓路 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3
1026 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高3

6 滋　賀 641 下村　聖太 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾀ 高3
ｼｶﾞ 高校 644 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 高2

642 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 高2
643 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 高2

7 香　川 880 三原　一真 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 883 増田　　開 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 高2

882 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 高2
881 山下　素直 ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ 高3

8

9

Page: 1/3 Printing: 2019/09/16 9:26:12

滋  賀

香  川

加　盟

山  梨

茨  城

鹿児島

大  阪

大  分



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. 89 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
少年Ａ              大会記録  3:39.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 北海道 9 本保　勇斗 ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳﾄ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 15 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 高2

12 大岡　遥太 ｵｵｵｶ ﾖｳﾀ 高3
13 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高3

2 長　野 412 木村佳寿帆 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 414 近江ハリー ｵｳﾐ ﾊﾘｰ 高3

415 石坂　青伊 ｲｼｻﾞｶ ｱｵｲ 高3
413 瀬口　絢士 ｾｸﾞﾁ ｹﾝｼ 高3

3 福  岡 954 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 956 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 高2

948 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 高3
949 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 高3

4 東　京 313 臼井　礼人 ｳｽｲ ｱﾔﾄ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 310 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 高3

308 山口　愛斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 高3
307 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高3

5 兵  庫 740 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 746 廣本　　新 ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ 高2

744 重本孝太郎 ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 高2
743 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高3

6 愛　知 560 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 高2
ｱｲﾁ 高校 559 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高3

562 山田　悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 高2
563 内藤　大翔 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 高2

7 京　都 665 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 669 嶋田　陽太 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ 高1

664 高松　直仁 ﾀｶﾏﾂ ﾅｵﾋﾄ 高3
667 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高2
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1 奈  良 782 川端　陸椰 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾔ 高3
ﾅﾗ 高校 783 橋本　　響 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 高2

784 塩田　羽登 ｼｵﾀ ﾜﾄ 高2
785 本山　　空 ﾓﾄﾔﾏ ｸｳ 高2

2 静　岡 522 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 516 釜田　起来 ｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 高3

519 倉知　大和 ｸﾗﾁ ﾔﾏﾄ 高3
520 松村希良軌 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ 高3

3 千　葉 268 國分　隆平 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｭｳﾍｲ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 273 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 高2

271 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高2
267 川嶋虎太郎 ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ 高3

4 神奈川 353 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 349 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高3

351 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高3
356 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高2

5 埼  玉 234 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 231 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高3

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

6 福　島 118 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高3
ﾌｸｼﾏ 高校 120 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高3

119 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高3
121 岩崎　幹大 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 高3

7 群  馬 204 三浦　玲央 ﾐｳﾗ ﾚｵ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 206 河原　隼斗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ 高2

205 金　　直輝 ｺﾝ ﾅｵｷ 高2
207 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 高1
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