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

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＫＬ春日井 2413 堀畑　裕也 ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ 中2
KLｶｽｶﾞｲ 中学 2412 服部　敏幸 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ 中2

2409 佐藤　雅大 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中1
2411 中西　健二 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1354 土屋　翔太 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1339 橘　　勇樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 中2

1353 渡辺　　汀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｲ 中2
1356 服部　龍哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 中1

5 ＢＩＧアミ 2416 松浦　寛文 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ 中2
BIGｱﾐ 中学 2417 西尾　鴻一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 中2

2419 堀　　航太 ﾎﾘ ｺｳﾀ 中2
2415 伊藤　拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 1971 寺田　啓人 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲﾄ 中1

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 中学 1976 北上　達也 ｷﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 中1
1973 天野　凌真 ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾏ 中2
1968 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 中2

2 柏洋・柏 1009 和田　高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1008 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 中2

1004 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中1
1006 中林　朋裕 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 中2

3 守谷インター 385 宮川　雄大 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ 中学 386 佐藤　　渚 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 中2

388 鈴木　竜太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 中2
387 生水　　光 ｼｮｳｽﾞ ﾋｶﾙ 中2

4 JSSｻﾝパｰｸ 2518 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 中1
JSSｻﾝﾊｰｸ 中学 2517 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2

2516 竹下　祥平 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 中1
2515 垣本　　顕 ｶｷﾓﾄ ｹﾝ 中2

5 イトマン王寺 3073 桶谷　佳孝 ｵｹﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 中2
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 中学 3069 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中2

3075 古川　貴大 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 中2
3079 山口幸一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 中2

6 岡崎竜城ＳＣ 2380 柳　　亮平 ﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2371 沖田　浩俊 ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ 中1

2378 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2
2370 永田　泰寛 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 中2

7 セ・西東京 1428 柴崎　裕貴 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾛｷ 中2
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 中学 1427 山下　征己 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ 中2

1430 石田　光希 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 中1
1432 野崎　崇功 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 鶴岡ＳＣ 254 冨樫　聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中2

ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 235 乙坂　龍治 ｵﾄｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 中2
246 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
248 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中2

2 ＫＳＧマキ 3360 甲斐　敬浩 ｶｲ ﾀｶﾋﾛ 中2
KSG ﾏｷ 中学 3364 藤　　宏典 ﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 中2

3359 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 中1
3357 宮﨑　　祥 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 中2

3 フィッツＳＣ 2144 加藤　倫平 ｶﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 2154 大礒　裕輝 ｵｵｲｿ ﾕｳｷ 中1

2147 宮川　大輝 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 中2
2142 雨宮　　司 ｱﾒﾐﾔ ﾂｶｻ 中2

4 八幡浜ＳＣ 3282 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3279 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

3283 増岡　知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2
3281 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2

5 ＫＳＧミドリ 3160 森下　真登 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾄ 中2
KSGﾐﾄﾞﾘ 中学 3158 三阪　拓未 ﾐｻｶ ﾀｸﾐ 中1

3162 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2
3164 和田　義則 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 中1

6 イ大教大宮東 642 中山　竜太 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 649 阿久根　敦 ｱｸﾈ ｱﾂｼ 中2

654 宮地　建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 中2
653 久保　涼平 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2

7 イトマン前橋 553 星野　佑貴 ﾎｼﾉ ﾕｳｷ 中1
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 中学 554 青木　　蕉 ｱｵｷ ｼｮｳ 中2

549 狩野　　駿 ｶﾉｳ ｼｭﾝ 中2
546 高橋　秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コパン可児 2535 加藤　優貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 中1

ｺﾊﾟﾝｶﾆ 中学 2539 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 中2
2542 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 中2
2537 兼松　輝成 ｶﾈﾏﾂ ｷﾋﾗ 中2

2 芝浦ＳＣ 1541 西貝　太一 ﾆｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ 中2
ｼﾊﾞｳﾗSC 中学 1542 大山　正紀 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｷ 中2

1544 柳川　卓也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 中2
1543 大上　　航 ｵｵｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ 中2

3 イトマン大宮 595 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 584 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中1

603 丸谷　佳久 ﾏﾙﾔ ﾖｼﾋｻ 中2
600 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1

4 東京ＳＣ 1244 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1269 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 中2

1264 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中2
1250 宮本雄志郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ 中2

5 イトマン 2686 足立　洋二 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2679 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 中2

2683 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 中2
2682 山本　　義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 中2

6 青葉台ＳＣ 3464 浜崎　元直 ﾊﾏｻｷ ﾓﾄﾅｵ 中2
ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 中学 3462 神原　一太 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾄ 中2

3461 山﨑　雄太 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ 中2
3463 中村　槙吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 中2

7 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 2092 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 中1
ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中学 2093 柏崎　尚也 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾅｵﾔ 中2

2090 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中1
2088 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中1

8 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 956 飯島　　亮 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ 中2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 957 富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 中2

952 宇田川弘徳 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 中3
954 打越　　武 ｳﾁｺｼ ﾀｹｼ 中2

Page: 4/4 Printing: 2005/03/30 16:15:25

大　分

神奈川

千　葉

加　盟

東  京

埼  玉

東  京

大  阪

岐　阜


