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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. 91 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
成年                大会記録  3:33.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 香　川 875 細川　公平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 大2
ｶｶﾞﾜ 大学 877 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 大2

878 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 大1
876 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 大2

2 三　重 597 芝﨑　大賀 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲｶﾞ 大3
ﾐｴ 592 金谷　優気 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ

600 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大2
599 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 大3

3 広  島 847 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 大3
ﾋﾛｼﾏ 845 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

844 井田　憲吾 ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
846 松浦　　詢 ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ 大3

4 東　京 301 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ
ﾄｳｷｮｳ 303 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 大3

299 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
304 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 大2

5 埼  玉 227 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大4
ｻｲﾀﾏ 223 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ

228 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 大3
224 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大4

6 岡　山 824 岡田　幸大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 大1
ｵｶﾔﾏ 821 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ

825 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 大1
823 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 大3

7 山　口 863 塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ
ﾔﾏｸﾞﾁ 867 濵本　周樹 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 大2

866 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 大3
865 岡本　拓巨 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 大3

8

9

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

岡  山

山  口

加　盟

香  川

三  重

広  島

東  京

埼  玉



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. 91 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
成年                大会記録  3:33.44

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 福　井 496 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
ﾌｸｲ 497 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ

498 春岡　草太 ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ 大2
495 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ

2 京　都 655 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ
ｷｮｳﾄ 662 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 大1

661 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 大1
659 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 大2

3 石　川 481 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
ｲｼｶﾜ 483 毛利　　衛 ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ

482 小堀　勇氣 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ
485 古屋　純希 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ 大2

4 愛　知 552 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ
ｱｲﾁ 551 山中　祥輝 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ

556 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 大1
553 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ

5 大　阪 693 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ
ｵｵｻｶ 697 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼ 大3

696 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 大4
698 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 大3

6 鹿児島 1054 加藤　　理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ
ｶｺﾞｼﾏ 1055 田口　恵教 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

1053 坂口　智悟 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓｻﾄ
1057 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ

7 茨  城 139 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 133 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ

135 和田　有真 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ
137 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 長　野 411 近江ｳｲﾘｱﾑ ｵｳﾐ ｳｲﾘｱﾑ 大3
ﾅｶﾞﾉ 409 畔上進太郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 大4

410 帯川　大輔 ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大4
408 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

2 福  岡 942 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ
ﾌｸｵｶ 945 平河　　楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ 大1

946 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 大1
943 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 大4

3 兵  庫 736 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 738 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 大1

735 幌村　　尚 ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ 大3
734 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大3

4 神奈川 343 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ
ｶﾅｶﾞﾜ 347 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 大1

342 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
346 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 大2

5 新  潟 437 松井　浩亮 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ
ﾆｲｶﾞﾀ 435 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ

438 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ
441 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 大1

6 奈  良 棄権
ﾅﾗ

7 岐　阜 612 木下　大輔 ｷｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 大3
ｷﾞﾌ 611 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

613 岩島　桂佑 ｲﾜｼﾏ ｹｲｽｹ 大3
615 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 大2

8 宮　崎 1046 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ 大3
ﾐﾔｻﾞｷ 大学 1045 原口　拓也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 大4

1044 池下　肇一 ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 大4
1047 渕　　雅顕 ﾌﾁ ﾏｻｱｷ 大3
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