
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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:22.01
ＣＳ                大会記録  3:32.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 美作高校 10976 名和　宏晃 ﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 高1
ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高校 10975 辺本　桂介 ﾅﾍﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 高2

10974 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高1
10973 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高2

5 AUS/NSW 5001 Britts.G Britts.G
AUS/NSW 5006 Stamp.D Stamp.D

5002 Minogue.J Minogue.J
5003 Monk.K Monk.K

6 太成学院大高 10796 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10804 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1

10801 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高1
10800 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高1

7

8

9
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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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:22.01
ＣＳ                大会記録  3:32.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 豊川高 10730 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10737 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高2

10739 島崎　修太 ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀ 高2
10736 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1

3 市川 10877 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3
ｲﾁｶﾜ 高校 10881 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3

10879 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高1
10878 近藤　真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高2

4 サギヌマＳＣ 10496 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高2
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10500 木原　貴史 ｷﾊﾗ ﾀｶｼ 高3

10495 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高1
10497 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高2

5 フィッツＳＣ 10631 長坂　優志 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼ 高3
ﾌｨｯﾂSC 高校 10629 成田　勇樹 ﾅﾘﾀ ﾕｳｷ 高3

10634 飯沼　　亮 ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳ 高3
10627 桜林　圭太 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高2

6 倉敷天城 10970 藤田　晃平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高3
ｸﾗｼｷｱﾏｷ 高校 10971 内田　潤一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高1

10969 赤木　義明 ｱｶｷﾞ ﾖｼｱｷ 高2
10972 木津　卓也 ｷｽﾞ ﾀｸﾔ 高3

7 コナミ白石 10018 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高2
ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 10019 足立　祐樹 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 高3

10017 坂上　拓輝 ｻｶｳｴ ﾋﾛｷ 高1
10016 伊賀　直大 ｲｶﾞ ﾅｵﾋﾛ 中3

8 京都外大西高 10767 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10766 西　　慧精 ﾆｼ ｹｲｼｮｳ 高3

10763 栗林　洋平 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 高1
10774 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高1

9 ＪＳＳ北神戸 10921 古屋　祐仁 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 高2
JSSｷﾀｺｳﾍ 10920 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高2

10923 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
10922 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:22.01
ＣＳ                大会記録  3:32.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 天満学園 10860 吉川　昂佑 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 高2
ﾃﾝﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 10861 吉田　祐樹 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 高3

10862 斜木　誠也 ﾅﾅﾒｷ ｾｲﾔ 高3
10863 北口　裕之 ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 高3

3 伊藤ＳＳ 10984 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1
ｲﾄｳSS 高校 10982 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1

10983 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高2
10985 東條裕一朗 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁﾛ 高2

4 稲毛インター 10251 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 高校 10260 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

10250 井口　明彦 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 高2
10255 西村光太郎 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高3

5 群馬ＳＳ 10111 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
ｸﾞﾝﾏSS 高校 10115 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 高2

10113 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2
10116 贄田　高弘 ﾆｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3

6 イトマン 10824 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 10820 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高2

10812 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 高3
10814 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

7 ウオタメイツ 10515 久恒　健史 ﾋｻﾂﾈ ﾀｹｼ 高3
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高校 10512 岡崎　　潤 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 高3

10516 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高1
10519 山崎　瑛司 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 高2

8 Ｓ＆Ｆ 10614 土谷　祐一 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁ 高3
S&F 高校 10612 石川　知樹 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ 高3

10615 豊崎　慎司 ﾄﾖｻｷ ｼﾝｼﾞ 高2
10610 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高2

9 ジョイフル 10086 大須賀史也 ｵｵｽｶﾞ ﾌﾐﾔ 高3
ｼﾞｮｲﾌﾙAC 高校 10085 小川　裕也 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 高3

10083 久保田　晃 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 高3
10082 井上　祐也 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾔ 高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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:22.01
ＣＳ                大会記録  3:32.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10380 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10376 我妻　進一 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 高2

10378 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 高3
10379 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中2

3 市立尼崎高校 10866 藤本　昂大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10865 藤田　祐司 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 高2

10876 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高2
10875 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高2

4 太成SP 10855 矢野　太志 ﾔﾉ ﾀｲｼ 高3
ﾀｲｾｲｽﾎﾟｰﾂ 高校 10857 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

10859 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2
10856 植田　雅彦 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 高3

5 東京ＳＣ 10370 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 10368 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3

10369 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 高3
10361 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3

6 金田ＳＣ 10338 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10329 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高1

10335 飯田　倫崇 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 高3
10337 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高2

7 コナミ西葛西 10392 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 中3
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 10390 吉野　雅之 ﾖｼﾉ ﾏｻﾕｷ 高1

10395 鈴木　良輔 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 高2
10393 山田　道朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾛｳ 高3

8 ＮＥＣＧＳＴ 10503 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高2
NECGST 高校 10504 拝島　佳樹 ﾊｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高2

10501 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高1
10502 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高1

9 ニスポ元住吉 10583 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高2
ﾆｽﾎﾟ 高校 10584 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2

10581 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
10582 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:22.01
ＣＳ                大会記録  3:32.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1

2 多摩ＩＳＣ 10436 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高2
ﾀﾏISC 高校 10431 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2

10433 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高1
10432 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1

3 ダッシュ三条 10648 関谷　太佑 ｾｷﾔ ﾀｲｽｹ 高3
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 高校 10650 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高2

10649 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高2
10647 横山　正浩 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 高3

4 桐蔭学園 10494 藤井雄太郎 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10481 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3

10482 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3
10488 成田　詩朗 ﾅﾘﾀ ｼﾛｳ 高3

5 イトマン埼玉 10214 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10215 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

10217 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2
10211 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高1

6 日大豊山 10308 佐々木　学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10304 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高2

10318 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
10309 佐藤　久佳 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 高3

7 都・駒場 10298 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10296 伊藤　瑛二 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 高3

10299 三輪　雄大 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
10297 河野　　遼 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 高3

8 県立浦和 10150 小野原　準 ｵﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10147 橋岡　　靖 ﾊｼｵｶ ﾔｽｼ 高3

10149 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高1
10151 小林　誠人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 高3

9 ヤクルト弘前 10021 加藤　寿哉 ｶﾄｳ ﾄｼﾔ 高2
ﾔｸﾙﾄﾋﾛｻｷ 高校 10022 菊池　昂貴 ｷｸﾁ ｺｳｷ 高3

10024 清野　詞也 ｾｲﾉ ﾌﾐﾔ 高3
10023 山内　　塁 ﾔﾏｳﾁ ﾙｲ 高2
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