
第３回日本社会人選手権水泳競技大会

和歌山・秋葉山公園県民水泳場

日本記録   3:12.54
競技No. :  18 男子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:24.49

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
1 32 南泳会 愛  知 257 植田　貴俊 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 3:56.49

NANEIKAI 一般 260 紀太　直哉 ｷﾀ ﾅｵﾔ
259 浅野　優太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ
258 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ

2 43 海自江田島 広  島 333 西井　照善 ﾆｼｲ ﾃﾙﾖｼ 3:45.00
ｴﾀｼﾞﾏ 一般 335 坂口　征司 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ

334 村﨑　悠太 ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ
336 佐々木宏和 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ

3 20 ルネサンスST 東  京 141 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 3:40.00
ﾙﾈｻﾝｽST 一般 143 大関　颯太 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ

144 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ
140 今井翔太郎 ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 27 富士通 神奈川 198 米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ 3:28.00
FUJITSU 一般 197 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ

192 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ
200 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

5 2 茗水会 茨  城 8 金　　載祐 ｷﾑ ｼﾞｪｳ 3:40.00
ﾒｲｽｲｶｲ 一般 10 森山　将大 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

9 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ
11 小島　淳平 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 34 ＩＢＩＳ 京  都 284 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ 3:41.50
IBIS 一般 281 河合　東人 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ

288 横川　誠次 ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ
280 福井　雄規 ﾌｸｲ ﾕｳｷ

7 46 九州大学ＳＴ 福  岡 345 野元　渚生 ﾉﾓﾄ ｼｮｳ 3:50.00
ｷｭｳﾀﾞｲST 一般 342 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ

343 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ
344 実崎　直人 ｼﾞﾂｻﾞｷ ﾅｵﾄ
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第３回日本社会人選手権水泳競技大会

和歌山・秋葉山公園県民水泳場

日本記録   3:12.54
競技No. :  18 男子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:24.49

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2組
1 42 Ｂ＆Ｇ猪名川 兵  庫 324 和田　健太 ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ 3:55.00

ﾋﾞ-ｼﾞｰ 一般 322 竹川　将則 ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ
323 山本　尚志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ
325 前川　昌吾 ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

2 37 京医水 京  都 292 赤井　奎太 ｱｶｲ ｹｲﾀ 3:43.00
ｷｮｳｲｽｲ 一般 291 植松　広治 ｳｴﾏﾂ ｺｳｼﾞ

293 横山　達彦 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ
290 濱田　芳輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼｽｹ

3 17 ＭＴＲＳＴ 東  京 130 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ 3:40.00
MTRST 一般 133 山本　貴久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ

131 上法　雄樹 ｼﾞｮｳﾎｳ ﾕｳｷ
132 志熊叶一郎 ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

4 24 ＪＦＥ京浜 神奈川 180 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 3:24.82
ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ 一般 172 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ

183 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
164 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

5 16 ＡＮＡ FOC 東  京 114 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 3:38.44
ANA FOC 一般 113 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ

111 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ
112 今井進太郎 ｲﾏｲ ｼﾝﾀﾛｳ

6 4 京水会 東  京 33 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 3:40.67
ｷｮｳｽｲｶｲ 一般 35 吉田　耕輔 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

34 古田　　諒 ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ
36 清水　律希 ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ

7 12 三菱UFJ銀行 東  京 75 山下　晃一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 3:48.00
MUFGBank 一般 77 水野　誠豪 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｺﾞｳ

76 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ
74 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
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日本記録   3:12.54
競技No. :  18 男子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:24.49

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

3組
1 41 三菱電機 兵  庫 315 加藤　大亮 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 3:53.25

ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝ 一般 314 須藤　祥稔 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ
312 松井　裕也 ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ
311 田中　宗親 ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ

2 14 NTTグループ 東  京 104 山口　　駿 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ 3:43.00
NTT-G 一般 105 中村　政貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ

103 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ
101 鈴木謙太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

3 7 Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ 東  京 58 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 3:40.00
K E I O 一般 56 村野　遼太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ

61 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ
57 森　　　岳 ﾓﾘ ｶﾞｸ

4 3 自衛隊 埼  玉 21 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 3:20.00
ｼﾞｴｲﾀｲ 一般 20 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

22 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ
23 東谷　一輝 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ

5 30 ＴＯＹＯＴＡ 愛  知 247 福田　　渓 ﾌｸﾀﾞ ｹｲ 3:30.00
TOYOTA 一般 242 生田　凌脩 ｲｸﾀ ﾘｮｳｽｹ

240 中島　庸介 ﾅｶｼﾏ ﾖｳｽｹ
250 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

6 28 ダッシュ新潟 新  潟 222 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 3:40.00
DASH 一般 215 山﨑　裕太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ

216 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ
218 髙田　恭兵 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

7 6 ＫＳＴ 東  京 棄権
KST 一般
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