
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   3:30.03
競技No. :  54 男子 4x100m メドレーリレー 予選

大会記録   3:41.57

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

2 15 ＡＮＡ FOC 東  京 110 福本　　健 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹｼ 4:15.22
ANA FOC 一般 113 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ

114 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ
111 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ

3 35 ＩＢＩＳ 京  都 281 河合　東人 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ 4:00.50
IBIS 一般 286 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

288 横川　誠次 ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ
284 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ

4 26 富士通 神奈川 192 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ 3:46.00
FUJITSU 一般 197 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ

200 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
198 米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ

5 29 ダッシュ新潟 新  潟 222 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 3:59.00
DASH 一般 217 大平　裕真 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾏ

221 大坂　将史 ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ
214 長谷川卓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

6 11 三菱UFJ銀行 東  京 75 山下　晃一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 4:05.00
MUFGBank 一般 77 水野　誠豪 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｺﾞｳ

74 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
76 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

7 40 三菱電機 兵  庫 313 坂根　達也 ｻｶﾈ ﾀﾂﾔ 4:19.66
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
315 加藤　大亮 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
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大会記録   3:41.57

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

2 5 ＫＳＴ 東  京 48 木下　　魁 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 4:10.00
KST 一般 45 廣田章太郎 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

49 根岸　涼介 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ
47 阿部　峻大 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

3 19 ルネサンスST 東  京 144 今井祐次郎 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 4:00.00
ﾙﾈｻﾝｽST 一般 141 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ

143 大関　颯太 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ
140 今井翔太郎 ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 31 ＴＯＹＯＴＡ 愛  知 241 堺　　汰稀 ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 3:45.00
TOYOTA 一般 243 髙野　将汰 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

246 高橋　祐雅 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ
242 生田　凌脩 ｲｸﾀ ﾘｮｳｽｹ

5 9 菊池電気 東  京 64 森田　純一 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 3:55.00
ｷｸﾁﾃﾞﾝｷ 一般 63 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ

62 稲葉　昌大 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ
65 笹山　康太 ｻｻﾔﾏ ｺｳﾀ

6 10 サントリー 東  京 68 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 4:03.00
ｻﾝﾄﾘ- 一般 69 江口　拓哉 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

70 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ
357 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ

7 36 京医水 京  都 290 濱田　芳輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼｽｹ 4:18.00
ｷｮｳｲｽｲ 一般 293 横山　達彦 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

292 赤井　奎太 ｱｶｲ ｹｲﾀ
289 大野　博章 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ
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日本記録   3:30.03
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3組
1 45 九州大学ＳＴ 福  岡 345 野元　渚生 ﾉﾓﾄ ｼｮｳ 4:20.00

ｷｭｳﾀﾞｲST 一般 343 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ
342 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
344 実崎　直人 ｼﾞﾂｻﾞｷ ﾅｵﾄ

2 44 海自江田島 広  島 336 佐々木宏和 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 4:05.00
ｴﾀｼﾞﾏ 一般 333 西井　照善 ﾆｼｲ ﾃﾙﾖｼ

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

3 1 茗水会 茨  城 7 古賀　大樹 ｺｶﾞ ﾀﾞｲｷ 4:00.00
ﾒｲｽｲｶｲ 一般 12 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

10 森山　将大 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
8 金　　載祐 ｷﾑ ｼﾞｪｳ

4 22 ＪＦＥ京浜 神奈川 166 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 3:41.57
ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｹｲﾋﾝ 一般 171 岡本　雄樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ

176 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ
164 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

5 8 Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ 東  京 60 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 3:50.00
K E I O 一般 61 長澤　圭恭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ

59 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
57 森　　　岳 ﾓﾘ ｶﾞｸ

6 13 NTTグループ 東  京 104 山口　　駿 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ 4:02.00
NTT-G 一般 102 石倉　　禅 ｲｼｸﾗ ｾﾞﾝ

101 鈴木謙太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
105 中村　政貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ

7 33 南泳会 愛  知 260 紀太　直哉 ｷﾀ ﾅｵﾔ 4:15.28
NANEIKAI 一般 258 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ

259 浅野　優太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ
257 植田　貴俊 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ
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