
第４回日本社会人選手権水泳競技大会

栃木県総合運動公園屋内水泳場

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   3:22.84

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 63 ＨＳＳＴ 兵  庫 420 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ
HSST 一般 419 山本　浩路 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

416 橋本　貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ
418 山本　尚志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

3 26 三菱UFJ銀行 東  京 134 山下　晃一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ
MUFG Bank 一般 133 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ

136 水野　誠豪 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｺﾞｳ
135 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 8 HORi-Lab 埼  玉 49 益子　勇也 ﾏｼｺ ﾕｳﾔ
HORi-Lab 一般 46 藤田　成秋 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾙｱｷ

47 堀本　晋哉 ﾎﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ
48 内田　博行 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

5 17 ＹＣＵＳＴ 東  京 86 吉野　晴久 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾋｻ
YCUST 一般 88 宮本　雅斗 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄ

89 石田　一真 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
85 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ

6 31 三井住友銀行 東  京 167 荒木　優介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ
SMBC 一般 170 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ

168 大枝　　幹 ｵｵｴﾀﾞ ﾓﾄｷ
169 石井　建幹 ｲｼｲ ﾀﾃｷ

7

8
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2組
1 10 ＬＢ 東  京 63 中川　和也 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

LB 一般 61 村田　健太 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ
60 赤地　大介 ｱｶﾁ ﾀﾞｲｽｹ
62 吉田　薫平 ﾖｼﾀﾞ ｸﾝﾍﾟｲ

2 58 ＩＢＩＳ 京  都 386 玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ
IBIS 一般 384 河合　東人 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ

389 横川　誠次 ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ
387 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

3 33 ＡＮＡ 東  京 177 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ
ANA 一般 176 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ

175 水戸　一成 ﾐﾄ ｲｯｾｲ
174 今井進太郎 ｲﾏｲ ｼﾝﾀﾛｳ

4 52 ＴＯＹＯＴＡ 愛  知 337 川本　武史 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ
TOYOTA 一般 343 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ

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

5 1 ＡＳＴ 青  森 7 西澤　仁貴 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
AST 一般 10 長内　駿宏 ｵｻﾅｲ ﾄｼﾋﾛ

9 中谷　亮太 ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ
8 奥崎　一平 ｵｸｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ

6 5 茗水会 茨  城 29 宮村有樹彦 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ
ﾒｲｽｲｶｲ 一般 24 森山　将大 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

22 金　　載祐 ｷﾑ ｼﾞｪｳ
28 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ

7 35 ＭＴＲＳＴ 東  京 201 菅原　淳生 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｷ
MTRST 一般 199 志熊叶一郎 ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

198 上法　雄樹 ｼﾞｮｳﾎｳ ﾕｳｷ
197 中塚　健太 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ

8 54 南泳会 愛  知 353 植田　貴俊 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ
NANEIKAI 一般 356 新谷　大河 ｱﾗﾀﾆ ﾀｲｶﾞ

351 大矢　英人 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞﾄ
354 谷口　靖英 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ
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3組
1 2 日立製作所 茨  城 19 小原　伊織 ｺﾊﾞﾙ ｲｵﾘ

HITACHI 一般 18 川北　純平 ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
17 田中　晶久 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ
16 久保　拓夢 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ

2 57 ＭｏｕｎｔＲ 京  都 382 山川　　凱 ﾔﾏｶﾜ ｶｲ
MountR 一般 380 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

379 山川　一彦 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ
381 野嵜　月龍 ﾉｻﾞｷ ｵﾎﾞﾛ

3 12 京水会 東  京 74 佐藤　開一 ｻﾄｳ ｶｲﾁ
ｷｮｳｽｲｶｲ 一般 69 菊地　優作 ｷｸﾁ ﾕｳｻｸ

77 澤田　惇也 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
75 吉田　耕輔 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

4 41 ＪＦＥ京浜 神奈川 232 内山慎太郎 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ
JFEｹｲﾋﾝ 一般 239 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ

243 浜谷　憲周 ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ
241 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ

5 44 長野DS中央 長  野 288 石坂　青伊 ｲｼｻﾞｶ ｱｵｲ
ﾅｶﾞﾉDSﾁｭ 一般 286 清水　照汰 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

287 石坂　伊吹 ｲｼｻﾞｶ ｲﾌﾞｷ
285 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

6 20 Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ 東  京 111 塩川　　拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ
K E I O 一般 107 村野　遼太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ

115 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ
109 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

7 30 NTTグループ 東  京 166 山口　　駿 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ
NTT-G 一般 164 萩原　良照 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾃﾙ

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

8 60 京医水 京  都 394 辻村　啓輔 ﾂｼﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ
ｷｮｳｲｽｲ 一般 393 北村　岳斗 ｷﾀﾑﾗ ｶﾞｸﾄ

391 大野　博章 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ
392 濱田　芳輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼｽｹ
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4組
1 61 三菱電機 兵  庫 408 田中　宗親 ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ

ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝ 一般 412 加藤　大亮 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
409 松井　裕也 ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ
411 須藤　祥稔 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ

2 42 富士通 神奈川 266 深山　元聡 ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ
FUJITSU 一般 276 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ

274 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
277 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ

3 22 菊池電気 東  京 118 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ
ｷｸﾁﾃﾞﾝｷ 一般 120 塩月　智博 ｼｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ

119 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ
117 稲葉　昌大 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ

4 6 自衛隊 埼  玉 41 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ
ｼﾞｴｲﾀｲ 一般 39 高橋航太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

40 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ
43 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ

5 37 ミツウロコ 東  京 215 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
ﾐﾂｳﾛｺ 一般 217 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ

216 赤井　　晨 ｱｶｲ ｼﾝ
214 小日向一輝 ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ

6 49 ダッシュ新潟 新  潟 302 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ
ﾀﾞｯｼｭﾆｲｶ 一般 301 関谷　　岳 ｾｷﾔ ｶﾞｸ

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

7 28 Ｌ！ＮＸ 東  京 155 根岸　達也 ﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ
L!NX 一般 149 内田　裕希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ

150 佐藤　武史 ｻﾄｳ ﾀｹｼ
153 石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ

8 19 ＫＳＴ 東  京 95 亀山　啓吾 ｶﾒﾔﾏ ｹｲｺﾞ
KST 一般 99 宮内　義史 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾌﾐ

98 根岸　涼介 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ
97 阿部　峻大 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ
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