
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.194 男子    400m   リレー   予選   2組 日本記録  3:22.01
１３～１４歳        大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ＮＩＳＰＯ 2120 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3
NISPO 中学 2119 野口　　匠 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 中1

2113 大村　　健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 中3
2111 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中1

3 マリン江北 1122 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼ 中3
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 中学 1125 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 中2

1127 木島　啓太 ｷｼﾞﾏ ｹｲﾀ 中3
1126 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中1

4 甲府ＳＳ 1552 雨宮　大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 中2
ｺｳﾌSS 中学 1566 西川　竜也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 中2

1555 古屋　拓人 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾄ 中2
1554 荻原　　透 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄｵﾙ 中3

5 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

6 岡崎竜城ＳＣ 1728 永田　泰寛 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1733 中嶋　一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3

1732 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2
1727 伊藤　照将 ｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 中3

7 ＯＫＳＳ 2396 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 中3
OKSS 中学 2393 阿久根健志 ｱｸﾈ ｹﾝｼﾞ 中2

2394 安村　亜洲 ﾔｽﾑﾗ ｱｼｭｳ 中1
2397 辻　　真集 ﾂｼﾞ ﾏｼｭｳ 中3

8 コパン可児 1844 荘加　真毅 ｼｮｳｶ ﾏｻｷ 中3
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 中学 1842 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 中2

1843 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 中3
1840 兼松　輝成 ｶﾈﾏﾂ ｷﾋﾗ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 東京ＤＣ駒沢 1074 大関健太郎 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 中3
DCｺﾏｻﾞﾜ 中学 1071 根津　孝行 ﾈﾂﾞ ﾀｶﾕｷ 中2

1070 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 中2
1072 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中3

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

77 高畑　元気 ﾀｶﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 中2
80 山田　真輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 中3

4 守谷インター 264 佐藤　　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 中3
ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ 中学 262 宮川　雄大 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

266 波多　　翼 ﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 中3
261 吉原　　悠 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 中3

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

1926 山本　　義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 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 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 八幡浜ＳＣ 2419 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 2420 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2

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

8 多摩ＩＳＣ 1065 山際　陽斗 ﾔﾏｷﾞﾜ ｱｷﾄ 中3
ﾀﾏISC 中学 1062 関口　　諒 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 中3

1069 木村　友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 中3
1064 佐久間一暉 ｻｸﾏ ｶｽﾞｷ 中2
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