
第2回日本社会人選手権水泳競技大会                 
                                                  
静岡県富士水泳場                                  

スタートリスト

競技No. 14 男子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:12.54
  大会記録  3:24.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 富士市役所 402 市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ
ﾌｼﾞｼﾔｸｼｮ 405 園川　湧斗 ｿﾉｶﾜ ﾕｳﾄ

403 増山　　剛 ﾏｽﾔﾏ ﾂﾖｼ
404 大石　優樹 ｵｵｲｼ ﾕｳｷ

4 南泳会 301 植田　貴俊 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ
NANEIKAI 303 浅野　優太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ

302 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ
304 山本　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

5 ＳＵＺＵＫＩ 265 野上　将弘 ﾉｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ
SUZUKI 408 猪原　弘泰 ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ

407 大島　　唯 ｵｵｼﾏ ﾕｲ
406 池野　将史 ｲｹﾉ ﾏｻｼ

6

7

8
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スタートリスト

競技No. 14 男子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:12.54
  大会記録  3:24.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 三井物産 127 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ

ﾐﾂｲﾌﾞｯｻﾝ 128 石川　圭佑 ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ
126 石倉　聖也 ｲｼｸﾗ ｾｲﾔ
123 石井　大輔 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ

2 パナソニック 215 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 217 長谷川貴紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

219 行徳　健汰 ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ
218 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

3 富士通 209 米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ
FUJITSU 204 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ

203 桜井　祐輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ
207 岸　　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ

4 ルネサンスST 143 和田　康宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
ﾙﾈｻﾝｽST 141 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ

146 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ
145 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ

5 Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ 59 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ
K E I O 63 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ

61 岡安　弘暉 ｵｶﾔｽ ｺｳｷ
60 伊藤　太郎 ｲﾄｳ ﾀﾛｳ

6 ＩＢＩＳ 336 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ
IBIS 335 河合　東人 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ

339 横川　誠次 ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ
334 福井　雄規 ﾌｸｲ ﾕｳｷ

7 東レ 322 平瀬　智大 ﾋﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ
ﾄｰﾚ 319 中　　　敦 ﾅｶ ｱﾂｼ

318 高橋　　潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ
321 森岡　英樹 ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞｷ

8 京水会 棄権
ｷｮｳｽｲｶｲ
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スタートリスト

競技No. 14 男子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:12.54
  大会記録  3:24.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 全京都大学 332 北村　岳斗 ｷﾀﾑﾗ ｶﾞｸﾄ

ｾﾞﾝｷｮｳﾄ 333 菅野　　聡 ｽｶﾞﾉ ｻﾄｼ
330 北澤　慧真 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲﾏ
331 山田信之輔 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

2 日立製作所 10 川北　純平 ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
HITACHI 7 今橋　真一 ｲﾏﾊｼ ｼﾝｲﾁ

8 足立　明隆 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾀｶ
9 田中　晶久 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ

3 三井住友銀行 103 間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ
SMBC 106 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

105 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ
107 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ

4 ＴＯＹＯＴＡ 281 福田　　渓 ﾌｸﾀﾞ ｹｲ
TOYOTA 276 生田　凌脩 ｲｸﾀ ﾘｮｳｽｹ

284 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ
273 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ

5 茗水会 16 三浦　　遼 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ
ﾒｲｽｲｶｲ 17 秦　　俊陽 ﾊﾀ ﾄｼｱｷ

13 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ
14 藤本　知臣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ

6 ＫＳＴ 53 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ
KST 55 根岸　涼介 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ

54 木下　　魁 ｷﾉｼﾀ ｶｲ
52 廣田章太郎 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 富山県庁 253 小竹隼太郎 ｵﾀﾞｹ ｼｭﾝﾀﾛｳ
ﾄﾔﾏｹﾝﾁｮｳ 254 松居　海知 ﾏﾂｲ ｶｲﾁ

251 五島　仁志 ｺﾞｼﾏ ﾋﾄｼ
252 福井　一樹 ﾌｸｲ ｶｽﾞｷ

8 ライアンズ 棄権
ﾗｲｱﾝｽﾞ     
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スタートリスト

競技No. 14 男子   4x100m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:12.54
  大会記録  3:24.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 三菱電機 360 加藤　大亮 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝ 357 田中　宗親 ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ
358 松井　裕也 ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ
359 須藤　祥稔 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ

2 海自横須賀 197 落合　誉通 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾕｷ
ｶｲｼﾞﾖｺｽｶ 198 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ

200 佐藤　光彦 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋｺ
199 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ

3 NTTグループ 102 山口　　駿 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ
NTT-G 101 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ

98 日比野裕輔 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ
99 鈴木謙太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

4 ＪＦＥ京浜 171 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ
ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ 170 田口　涼也 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ

178 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ
167 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

5 長野県警察 棄権
ﾅｶﾞﾉｹﾝｹｲ

6 海自江田島 409 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ
ｴﾀｼﾞﾏ 376 坂口　征司 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ

375 村﨑　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ
410 田中地　剛 ﾀﾅｶｼﾞ ｺﾞｳ

7 ダッシュ新潟 244 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ
DASH 239 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

240 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ
237 長谷川卓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

8 デンソー 294 平井　太郎 ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ
ﾃﾞﾝｿｰ 297 尾崎　聖斗 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾄ

296 山口　雅史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ
295 杉本　圭正 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖﾏｻ

Page: 4/4 Printing: 2019/11/09 16:07:10

神奈川
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