
第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
１３～１４歳        大会記録  4:04.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 稲毛インター 691 高橋　祐樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 701 矢部翔太郎 ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中3

698 大井　友生 ｵｵｲ ﾄﾓﾅﾘ 中3
700 野崎龍之介 ﾉｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

4 東京ＤＣ駒沢 1070 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 中2
DCｺﾏｻﾞﾜ 中学 1072 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中3

1074 大関健太郎 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 中3
1071 根津　孝行 ﾈﾂﾞ ﾀｶﾕｷ 中2

5 コパン可児 棄権
ｺﾊﾟﾝｶﾆ

6 ロンド・ＳＳ 987 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 中3
ﾛﾝﾄﾞ･SS 中学 988 那須ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾅｽ ｼﾞｭﾘｱﾝ 中3

990 林　　佑紀 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 中3
986 高橋　亮太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 中2

7 多摩ＩＳＣ 1069 木村　友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 中3
ﾀﾏISC 中学 1063 橋詰　　貴 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 中3

1065 山際　陽斗 ﾔﾏｷﾞﾜ ｱｷﾄ 中3
1062 関口　　諒 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 中3
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
１３～１４歳        大会記録  4:04.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2

3 ヤクルト青東 82 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 中3
ﾔｸﾙﾄｱｵﾋｶ 中学 83 内海　潤紀 ｳﾁｳﾐ ｼﾞｭﾝｷ 中3

79 三上　大和 ﾐｶﾐ ﾔﾏﾄ 中1
80 山田　真輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 中3

4 岡崎竜城ＳＣ 1733 中嶋　一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1732 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2

1728 永田　泰寛 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 中2
1727 伊藤　照将 ｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 中3

5 守谷インター 265 村上　峻洋 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 中3
ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ 中学 263 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 中2

264 佐藤　　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 中3
261 吉原　　悠 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 中3

6 イトマン大宮 418 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 408 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中1

405 丸谷　佳久 ﾏﾙﾔ ﾖｼﾋｻ 中2
410 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

7 イトマン王寺 2264 桶谷　佳孝 ｵｹﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 中2
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 中学 2270 篠原　大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 中3

2265 古川　貴大 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 中2
2266 荒木　厚次 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ 中3

8 JSSｻﾝﾊﾟｰｸSC 1828 竹下　耕平 ﾀｹｼﾀ ｺｳﾍｲ 中3
JSSｻﾝﾊｰｸ 中学 1830 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2

1831 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 中3
1827 垣本　　顕 ｶｷﾓﾄ ｹﾝ 中2
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第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:35.22
１３～１４歳        大会記録  4:04.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2

3 ＮＩＳＰＯ 2113 大村　　健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 中3
NISPO 中学 2119 野口　　匠 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 中1

2111 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中1
2120 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3

4 八幡浜ＳＣ 2420 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 2418 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

2421 増岡　知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2
2419 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2

5 イトマン 1936 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 1922 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 中2

1928 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 中2
1915 印幡　拓真 ｲﾝﾊﾞ ﾀｸﾏ 中3

6 東京ＳＣ 896 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 894 伊藤　直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 中3

916 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2
902 宮本雄志郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ 中2

7 枚方ＳＳ 2035 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2028 勝本　靖啓 ｶﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 中3

2034 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 中2
2038 木村　　拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ 中3

8 エイブル岡山 2329 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 中3
ｴｲﾌﾞﾙｵｶﾔ 中学 2330 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 中3

2331 物部　祐樹 ﾓﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 中2
2332 鳴坂　侑祐 ﾅﾙｻｶ ﾕｳｽｹ 中3
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