
第76回和歌山県選手権水泳競技大会

秋葉山公園県民水泳場

県記録     1:46.79
競技No. : 48 男子 4x50m メドレーリレー 予選

大会記録   1:46.79

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 生年 学種 （第１泳者） 記録

50m

1 2/2 和歌山 ADむそたSC ADﾑｿﾀSC 一般 30.42  1:54.92
1 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 高3 30.42 30.42 (  0.67)
2 平岡　　蓮 ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ 中2 32.92 1:03.34 ( +0.46)
3 湯川　将気 ﾕｶﾜ ｼｮｳｷ 高3 27.12 1:30.46 ( +0.29)
4 饗庭帆乃汰 ｱｲﾊﾞ ﾎﾉﾀ 大2 24.46 1:54.92 ( +0.54)

2 1/5 学関西 和歌山大学 ﾜﾀﾞｲ 大学 31.98  1:55.60
1 仙波　　拓 ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ 大3 31.98 31.98 (  0.51)
2 松浦　尚輝 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ 大4 30.43 1:02.41 ( +0.40)
3 黒肥地立樹 ｸﾛﾋｼﾞ ﾘﾂｷ 大3 28.45 1:30.86 ( +0.36)
4 荒木　颯太 ｱﾗｷ ｿｳﾀ 大2 24.74 1:55.60 ( +0.26)

3 2/7 和歌山 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 ﾊﾟﾙｵｵﾀ 一般 27.45 大会新  1:56.64
1 横川　大佑 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高2 27.45 27.45 (  0.51)
2 李　　煌大 ﾘ ﾌｧﾝﾃﾞ 中2 33.55 1:01.00 ( +0.24)
3 平野慎之助 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾉｽｹ 高1 30.19 1:31.19 ( +0.35)
4 岡本　晄太 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 高2 25.45 1:56.64 ( +0.10)

4 2/1 和歌山 橋本ＳＣ ﾊｼﾓﾄSC 一般 29.99  1:56.93
1 上西龍之介 ｳｴﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3 29.99 29.99 (  0.63)
2 泉谷　恭一 ｲｽﾞﾀﾆ ｷｮｳｲﾁ 中3 33.28 1:03.27 ( +0.12)
3 西岡　凛将 ﾆｼｵｶ ﾘﾝｼｮｳ 高3 28.14 1:31.41 ( +0.30)
4 山本　創大 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 中3 25.52 1:56.93 ( +0.38)

5 2/5 和歌山 パル紀の川 ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ 一般 30.57  1:57.05
1 山口　新太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 中3 30.57 30.57 (  0.66)
2 鈴木　麻斗 ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ 中3 33.38 1:03.95 ( +0.48)
3 岸　　蒼大 ｷｼ ｿｳﾀ 大1 26.62 1:30.57 ( +0.50)
4 伊達　大翔 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾄ 高2 26.48 1:57.05 ( +0.35)

6 1/3 学関西 和歌山大学 ﾜﾀﾞｲ 大学 31.61  1:57.60
1 岡　　謙佑 ｵｶ ｹﾝｽｹ 大1 31.61 31.61 (  0.62)
2 原　慎之輔 ﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 大3 34.03 1:05.64 ( +0.26)
3 田中　琉太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 大4 25.73 1:31.37 ( +0.38)
4 生田　達也 ｲｸﾀ ﾀﾂﾔ 大2 26.23 1:57.60 ( +0.28)

7 2/6 和歌山 和歌山北高校 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 30.83  1:57.63
1 柿本　翔大 ｶｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2 30.83 30.83 (  0.61)
2 山下颯一朗 ﾔﾏｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 高2 34.44 1:05.27 ( +0.18)
3 古川　悠太 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 高2 27.86 1:33.13 ( +0.56)
4 鳴神　掲太 ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ 高2 24.50 1:57.63 ( +0.35)

8 2/4 和歌山 ＭＧ海南 MGｶｲﾅﾝ 一般 31.16  1:59.90
1 平林　侑島 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高1 31.16 31.16 (  0.65)
2 富山　凌世 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳｾ 中3 33.13 1:04.29 ( +0.31)
3 下出　将人 ｼﾓﾃﾞ ﾏｻﾄ 高3 27.48 1:31.77 ( +0.26)
4 林　　龍希 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｷ 中1 28.13 1:59.90 ( +0.56)

9 2/8 和歌山 橋本ＳＣ ﾊｼﾓﾄSC 一般 30.36  2:00.94
1 北川　恭奨 ｷﾀｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 高2 30.36 30.36 (  0.57)
2 椋本　陽稀 ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 高2 34.85 1:05.21 ( +0.15)
3 山本　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 28.46 1:33.67 ( +0.24)
4 水野　聡大 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 中3 27.27 2:00.94 ( +0.24)

10 1/4 和歌山 ADカツラギSS ADｶﾂﾗｷﾞ 一般 32.49  2:02.87
1 榎本　光時 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾁｶ 小6 32.49 32.49 (  0.59)
2 小南　璃人 ｺﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ 中3 34.88 1:07.37 ( +0.31)
3 川口　隼虎 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 高2 29.45 1:36.82 ( +0.21)
4 河内　優大 ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2 26.05 2:02.87 ( +0.32)
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50m

11 2/3 和歌山 パル彩の台 ｱﾔﾉﾀﾞｲ 一般 33.27  2:03.29
1 片山　宗祐 ｶﾀﾔﾏ ｿｳｽｹ 中2 33.27 33.27 (  0.64)
2 戸谷　柊太 ﾄﾔ ｼｭｳﾀ 高1 30.58 1:03.85 ( +0.18)
3 米田　達紀 ｺﾒﾀﾞ ﾀﾂｷ 中3 30.63 1:34.48 ( +0.33)
4 片山　昂誠 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｾｲ 高1 28.81 2:03.29 ( +0.47)

12 1/6 和歌山 レインボー ﾚｲﾝﾎﾞｰ 一般 36.17  2:12.39
1 大谷　哲平 ｵｵﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ 小6 36.17 36.17 (  0.54)
2 にえ川聡士 ﾆｴｶﾞﾜ ｻﾄｼ 高1 34.94 1:11.11 ( +0.23)
3 中村　拓翔 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 高2 28.05 1:39.16 ( +0.56)
4 梅﨑　眞仁 ｳﾒｻﾞｷ ﾏｻﾋﾄ 小5 33.23 2:12.39 ( +0.75)

1/2 和歌山 パル彩の台 ｱﾔﾉﾀﾞｲ 一般 37.03 失格
1 泉本　大地 ｲｽﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 中1 37.03 37.03 (  0.63)
2 井本　皓葵 ｲﾓﾄ ｺｳｷ 小6 ( +0.39)
3 片山　実紀 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾂｷ 小5
4 泉本　大晴 ｲｽﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 小5
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