
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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 今井 316 佐藤　祥吾 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 中2
ｲﾏｲ 中学 315 河田　紘輝 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 中3

317 神先　浩気 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｷ 中1
314 神先　強志 ｶﾝｻﾞｷ ﾂﾖｼ 中3

4

5 東香里 553 長谷川奏斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 中1
ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 555 大橋　　信 ｵｵﾊｼ ｼﾝ 中1

551 土井　健心 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ 中2
552 筒井　一樹 ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ 中1

6

7 潮南中 495 平谷　賢治 ﾋﾗﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 中3
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 498 長井　涼空 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｸ 中3

497 疇地　智太 ｱｾﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 中3
496 松葉　崇真 ﾏﾂﾊﾞ ｿｳﾏ 中3

8

9 武蔵野中 212 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 中2
ﾑｻｼﾉ 中学 211 飛知和　渉 ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ 中2

210 木村　友哉 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 中2
209 阿部撫宇也 ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1

2 東北学院中 14 山下　真翔 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 中3
ｶﾞｸｲﾝﾁｭｳ 中学 17 戸田　勇太 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3

15 加藤天由宇 ｶﾄｳ ﾃﾝﾕｳ 中3
12 吉田　　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 中3

3

4 横浜金沢 295 小林　嶺臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 中3
ｶﾅｻﾞﾜ 中学 296 田中　碧空 ﾀﾅｶ ｿﾗ 中3

294 小松　祥大 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 中3
297 片倉　幹太 ｶﾀｸﾗ ｶﾝﾀ 中3

5

6 東石山 398 坂爪　瀬七 ｻｶﾂﾒ ｾﾅ 中2
ﾋｶﾞｼｲｼﾔﾏ 中学 397 黒井　理来 ｸﾛｲ ﾘｸ 中3

395 田中　捷太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 中3
396 堀内　　光 ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ 中3

7

8 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 21 加藤　龍希 ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ 中3

19 佐藤竜之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3
25 小林　空雅 ｺﾊﾞﾔｼ ｸｳｶﾞ 中3

9
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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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1

2

3 茅ケ崎 307 川村　謙太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 中2
ﾁｶﾞｻｷ 中学 305 小笠原侑海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ 中3

306 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 中2
304 田中　瑛大 ﾀﾅｶ ｴｲﾀﾞｲ 中3

4

5 周南 438 鈴木　理貴 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 中1
Shunan 中学 437 薮辻　悠希 ﾔﾌﾞﾂｼﾞ ﾕｳｷ 中2

435 荒井　　悟 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 中3
436 藤原　永遠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾜ 中3

6

7 日大豊山中学 192 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 194 山根　智哉 ﾔﾏﾈ ﾄﾓﾔ 中2

195 小島　夢貴 ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ 中1
193 小鮒　周平 ｺﾌﾞﾅ ｼｭｳﾍｲ 中3

8

9 金沢錦丘中 414 磯田　侑和 ｲｿﾀﾞ ﾕｳﾄ 中2
ﾆｼｷｶﾞｵｶ 中学 411 宮本　　遥 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙ 中3

415 小河原蒼大 ｵｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 中2
413 宇戸斗志晄 ｳﾄﾞ ﾄｼｷ 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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

1

2 上山 392 須田　大晴 ｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中2
ｶﾐﾔﾏ 中学 393 三浦　暖都 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 中2

391 池　　正勝 ｲｹ ﾏｻｶﾂ 中3
394 遠田　陽也 ｵﾝﾀﾞ ﾊﾙﾔ 中1

3

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

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

5

6 三条第一 380 秋山　隆創 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中2
ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞ 中学 378 永桶　晴人 ﾅｶﾞｵｹ ﾊﾙﾄ 中3

377 山口　修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 中3
379 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 中3

7

8 附属坂出中 659 尾﨑寅之輔 ｵｻﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 中2
ﾌｿﾞｸｻｶｲﾃ 中学 658 中村　将瑛 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 中3

656 荒木　貴弥 ｱﾗｷ ﾀｶﾔ 中3
655 佐藤　拓翔 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 中3

9
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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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0

1 鹿本 258 佐竹倫太郎 ｻﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3
ｼｶﾓﾄ 中学 256 本田　敬大 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 中3

257 米山　和貴 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ 中3
259 益子　裕太 ﾏｽｺ ﾕｳﾀ 中2

2

3 結城 66 野原　蒼太 ﾉﾊﾗ ｿｳﾀ 中2
ﾕｳｷ 中学 63 山本勘太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 中3

64 赤木　結翔 ｱｶｷﾞ ﾕｲﾄ 中3
65 菅野　慶吾 ｽｶﾞﾉ ｹｲｺﾞ 中3

4

5 ちはら台西 186 髙山　凌平 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 中3
ﾁﾊﾗﾀﾞｲﾆｼ 中学 185 小出　絢斗 ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾄ 中3

187 守屋　遼佑 ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 中3
188 鈴木　天翔 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 中2

6

7 陽南 82 佐藤　大暉 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 中3
ﾖｳﾅﾝ 中学 78 吉原　啓太 ﾖｼﾊﾗ ｹｲﾀ 中3

79 平田　琉偉 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中3
81 小野口　昊 ｵﾉｸﾞﾁ ｿﾗ 中3

8

9 江陽 343 今西　倖太 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 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
345 桝田　陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 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. 18 男子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  3:45.71
大会記録  3:56.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 成良 585 髙柳　光希 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ 中3

ｾｲﾘｮｳ 中学 583 仁川　遥斗 ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ 中3
587 大宇根和寿 ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ 中3
584 中寺幸太郎 ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 中3

1

2 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 176 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 中3

175 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 中3
177 相澤　倖翔 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾄ 中3

3

4 春日部共栄 92 古屋　　快 ﾌﾙﾔ ｶｲ 中2
ｷｮｳｴｲ 中学 94 矢野　拓都 ﾔﾉ ﾀｸﾄ 中2

91 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 中2
90 神場　一樹 ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ 中2

5

6 桂 518 井上　諒哉 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 中2
ｶﾂﾗ 中学 517 庄司　　晴 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙ 中3

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

7

8 修道中 640 柴村　悠真 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ 中3
SHUDO 中学 639 瀬尾日々輝 ｾｵ ﾋﾋﾞｷ 中3

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

9
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