
第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 山王 33 土田　朝陽 ﾂﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 中3
ｻﾝﾉｳ 中学 32 柏崎　文哉 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 中3

34 小田島　蓮 ｵﾀﾞｼﾏ ﾚﾝ 中3
35 近藤　テオ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｵ 中1

3

4 江陽 345 桝田　陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中3
ｺｳﾖｳ 中学 342 大幸　寛知 ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ 中3

347 齋藤　　龍 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ 中2
344 君島　駿太 ｷﾐｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 中3

5

6 東北学院中 12 吉田　　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 中3
ｶﾞｸｲﾝﾁｭｳ 中学 14 山下　真翔 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 中3

17 戸田　勇太 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3
18 小松　新大 ｺﾏﾂ ｱﾗﾀ 中2

7

8 成良 587 大宇根和寿 ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ 中3
ｾｲﾘｮｳ 中学 583 仁川　遥斗 ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ 中3

585 髙柳　光希 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ 中3
584 中寺幸太郎 ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 中3
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第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1

2

3 東海 448 前田　　篤 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 中2
ﾄｳｶｲ 中学 449 中村　泰晟 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 中1

445 岩島　大地 ｲﾜｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 中3
446 加藤　　鴎 ｶﾄｳ ｶﾓﾒ 中3

4

5 武蔵野中 211 飛知和　渉 ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ 中2
ﾑｻｼﾉ 中学 209 阿部撫宇也 ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 中3

210 木村　友哉 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 中2
212 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 中2

6

7 大久保 577 加門　脩平 ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ 中2
ｵｵｸﾎﾞ 中学 575 橋詰　蒼大 ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ 中3

576 水田　大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ 中3
573 森本　純矢 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 中3

8

9 高知中 675 松田　悠成 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｾｲ 中2
ｺｳﾁﾁｭｳ 中学 674 窪川　侑馬 ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾏ 中3

673 吉名　里恭 ﾖｼﾅ ﾘｸ 中3
672 安原　優輝 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ 中3
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第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1

2 修道中 639 瀬尾日々輝 ｾｵ ﾋﾋﾞｷ 中3
SHUDO 中学 638 上田　　諒 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ 中3

641 小埜　颯介 ｵﾉ ｿｳｽｹ 中2
640 柴村　悠真 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ 中3

3

4 結城 63 山本勘太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 中3
ﾕｳｷ 中学 65 菅野　慶吾 ｽｶﾞﾉ ｹｲｺﾞ 中3

66 野原　蒼太 ﾉﾊﾗ ｿｳﾀ 中2
64 赤木　結翔 ｱｶｷﾞ ﾕｲﾄ 中3

5

6 流山南部 174 菅田　大樹 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 中3
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝ 中学 177 相澤　倖翔 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾄ 中3

178 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾘ 中3
176 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 中3

7

8 行健 47 石川　遼弥 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 中2
ｺｳｹﾝ 中学 46 竹田　孝河 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ 中2

44 菅野　楓 ｶﾝﾉ ｶｴﾃﾞ 中3
45 村上　貫太 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾀ 中3

9

Page: 3/5 Printing: 2021/08/17 12:38:38

福  島

加　盟

広  島

茨  城

千  葉



第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

1

2

3 日大三 205 石田　大和 ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 中3
ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学 202 森谷　賢人 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾄ 中3

203 荒井　怜央 ｱﾗｲ ﾚｵ 中3
204 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 中3

4

5 峰塚 563 池田　星那 ｲｹﾀﾞ ｾﾅ 中1
ﾐﾈﾂﾞｶ 中学 561 田中絢之介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ 中2

562 森本　和貴 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 中2
560 八坂　康生 ﾔｻｶ ｺｳｾｲ 中3

6

7 横浜金沢 297 片倉　幹太 ｶﾀｸﾗ ｶﾝﾀ 中3
ｶﾅｻﾞﾜ 中学 298 中島　崇太 ﾅｶｼﾏ ｼｭｳﾀ 中2

293 横溝　雄大 ﾖｺﾐｿﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
295 小林　嶺臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 中3

8

9 足立十四 244 飯島充喜伸 ｲｲｼﾞﾏ ﾐｷﾉﾌﾞ 中3
ｱﾀﾞﾁ14 中学 245 保坂瞭太朗 ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2

246 濱出　郁海 ﾊﾏﾃﾞ ｲｸﾐ 中2
243 髙橋　利駆 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 中3
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第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  8 男子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組 中学記録  3:29.83
大会記録  3:38.17

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 富沢中 23 髙橋俊太朗 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中3

ﾄﾐｻﾞﾜ 中学 26 伊藤愼之佑 ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 中1
25 小林　空雅 ｺﾊﾞﾔｼ ｸｳｶﾞ 中3
19 佐藤竜之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

1

2 春日部共栄 90 神場　一樹 ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ 中2
ｷｮｳｴｲ 中学 91 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 中2

89 川内　龍聖 ｶﾜｳﾁ ﾘｭｳｾｲ 中2
94 矢野　拓都 ﾔﾉ ﾀｸﾄ 中2

3

4 東石山 395 田中　捷太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 中3
ﾋｶﾞｼｲｼﾔﾏ 中学 397 黒井　理来 ｸﾛｲ ﾘｸ 中3

398 坂爪　瀬七 ｻｶﾂﾒ ｾﾅ 中2
396 堀内　　光 ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ 中3

5

6 三条第一 379 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 中3
ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞ 中学 381 田中　悠太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 中2

377 山口　修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 中3
380 秋山　隆創 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中2

7

8 桂 519 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 中2
ｶﾂﾗ 中学 516 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 中3

514 芝田　　凱 ｼﾊﾞﾀ ｶｲ 中3
515 清水　瑠夏 ｼﾐｽﾞ ﾙｶ 中3
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