
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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 京都外大西高 11126 江島　翔太 ｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11136 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高1

11129 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 高1
11130 草川　　賢 ｸｻｶﾜ ｹﾝ 高2

3 飛龍高校 10953 今井　規彦 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｺ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10954 佐藤　　亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 高2

10956 松田　晃典 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高2
10946 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高1

4 イトマン東光 10305 滝沢　昭人 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾄ 高2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｺｳ 10307 田中　建悟 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 高2

10302 久和　脩平 ｷｭｳﾜ ｼｭｳﾍｲ 中3
10303 根岸　大樹 ﾈｷﾞｼ ﾀﾞｲｷ 高1

5 市立尼崎高校 11280 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高1
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11275 柴田章太郎 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2

11271 宇陽　　智 ｳﾖｳ ｻﾄｼ 高2
11279 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高2

6 北陽高校 11176 山脇　健二 ﾔﾏﾜｷ ｹﾝｼﾞ 高2
ﾎｸﾖｳｺｳｺｳ 高校 11174 吉田　直喜 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 高3

11179 西浦　大輔 ﾆｼｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
11175 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高2

7

8
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 サンケイＳＴ 11259 奥尾　祐輔 ｵｸｵ ﾕｳｽｹ 高1

ｻﾝｹｲｴｽﾃｨ 高校 11261 黒田　雄介 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
11262 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高2
11260 原本　浩平 ﾊﾗﾓﾄ ｺｳﾍｲ 高2

2 大館ＳＳ 10071 泉舘　涼介 ｲｽﾞﾐﾀﾃ ﾘｮｳｽｹ 高3
ｵｵﾀﾞﾃSS 10068 佐々木祐彰 ｻｻｷ ﾕｳｼｮｳ 高3

10069 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高2
10070 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 中3

3 日大高 10698 猪狩　良和 ｲｶﾞﾘ ﾖｼｶｽﾞ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10701 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高1

10693 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 高3
10685 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2

4 Ｓ＆Ｆ 10850 柳井　賢太 ﾔﾅｲ ｹﾝﾀ 高3
S&F 高校 10846 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 高2

10849 豊崎　慎司 ﾄﾖｻｷ ｼﾝｼﾞ 高2
10845 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高2

5 北陸大谷高校 10934 森　　勇輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高1
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10930 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 高1

10935 森　　隆宏 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 高1
10933 坂井　信哉 ｻｶｲ ｼﾝﾔ 高1

6 清翔高 11091 国枝　拓麻 ｸﾆｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 高1
ｾｲｼｮｳｺｳ 高校 11092 今井　翔佑 ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 高2

11093 小池　亮輔 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 高3
11094 青木　　優 ｱｵｷ ﾕｳ 高1

7 Ｓアカデミ－ 10791 八ッ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高1
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 高校 10786 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高1

10788 森　　希竜 ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 高2
10787 上水流　聡 ｶﾐｽﾞﾙ ｻﾄｼ 高2

8 イトマン東京 10603 島　　優一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ 高2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 10599 吉田　裕平 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 中3

10600 熊野　勇大 ｸﾏﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
10602 朝倉　　亮 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ北神戸 11334 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 中3

JSSｷﾀｺｳﾍ 11333 古屋　祐仁 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 高2
11335 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
11336 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高1

2 カツラギＳＳ 11369 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中2
ｶﾂﾗｷﾞｽｲﾐ 11368 井端　英貴 ｲﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 高1

11370 西川　真哉 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾔ 高2
11371 東　　裕亮 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 高2

3 名古屋高 11017 亀井　智史 ｶﾒｲ ｻﾄｼ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 11018 桜井　孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高1

11022 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高2
11020 山口　恒央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾈﾋｻ 高2

4 大垣商高 11099 南谷　良治 ﾐﾅﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 高2
ｵｵｶﾞｷｼｮｳｺｳ 高校 11096 戸島宗二郎 ﾄｼﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 高2

11097 田中堅二郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高2
11095 安藤　　巧 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高1

5 つむぎＳＳ 10156 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 中3
ﾂﾑｷﾞSS 中学 10162 渡邊　隆寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2

10159 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中3
10157 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 中3

6 穂高ＳＣ 10879 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 中3
ﾎﾀｶｴｽｼ- 10878 近藤　貴之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高1

10880 原　　稔之 ﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 高3
10881 伊藤　和晃 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 中2

7 協栄ＳＣ深谷 10352 清水　裕太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 高1
ｷｮｳｴｲﾌｶﾔ 10350 渋澤　文孝 ｼﾌﾞｻﾜ ﾌﾐﾀｶ 高1

10351 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 中3
10353 大橋　　昭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 高2

8 東京ＤＣ 10541 見上　圭佑 ﾐｶﾐ ｹｲｽｹ 高1
ﾄｳｷｮｳDC 10544 村沢　龍哉 ﾑﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ 高1

10542 荒俣　景司 ｱﾗﾏﾀ ｹｲｼ 中3
10543 須賀　健司 ｽｶﾞ ｹﾝｼﾞ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 秋田ＡＣ湯沢 10094 佐藤　龍哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

AACﾕｻﾞﾜ 高校 10092 高橋　和樹 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高2
10091 安藤　正泰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 高3
10097 木村　圭吾 ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ 高2

2 かしま道後 11453 大木　宏輔 ｵｵｷ ｺｳｽｹ 高1
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ 高校 11449 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 高3

11448 一色　孝範 ｲｯｼｷ ﾀｶﾉﾘ 高2
11454 平野　大介 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高1

3 イトマン鷲宮 10336 市川　大貴 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 中3
ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 10339 中森　裕貴 ﾅｶﾓﾘ ﾕｳｷ 高1

10338 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 中3
10337 小林　尚登 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 高2

4 フィッツＳＣ 10866 勝村　正輝 ｶﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 高1
ﾌｨｯﾂSC 高校 10859 入倉　広大 ｲﾘｸﾗ ｺｳﾀ 高1

10864 桜林　圭太 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高2
10868 長坂　優志 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼ 高3

5 湘南ＳＳ 10744 金丸　太志 ｶﾅﾏﾙ ﾀｲｼ 中3
ｼｮｳﾅﾝSS 10747 末角　優輝 ｽｴｶﾄﾞ ﾕｳｷ 高2

10746 内糸　卓也 ｳﾁｲﾄ ﾀｸﾔ 高3
10743 菊池　文寛 ｷｸﾁ ﾌﾐﾋﾛ 高2

6 イトマン千葉 10441 石井　大輔 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝ･ﾁﾊﾞ 10440 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 中3

10442 谷田　圭太 ﾀﾆﾀﾞ ｹｲﾀ 高1
10443 林　　享平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 高1

7 あかやまＳＳ 10149 日原　将吾 ﾋﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 高3
ｱｶﾔﾏ 高校 10151 福地　翔平 ﾌｸﾁ ｼｮｳﾍｲ 高3

10150 日原　悠吾 ﾋﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 高1
10152 鈴木　孝尚 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 高3

8 横河ＳＣ 10586 岩村　宗俊 ｲﾜﾑﾗ ﾑﾈﾄｼ 高2
ﾖｺｶﾞﾜSC 高校 10588 坂井　亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 高3

10585 阿久原修平 ｱｸﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 高2
10592 平原　応天 ﾋﾗﾊﾗ ﾏｻﾀｶ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 山梨学院高校 10851 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1

ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10853 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高1
10854 落合　航太 ｵﾁｱｲ ｺｳﾀ 高2
10852 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高2

2 ビューホテル 10078 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中3
ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 10076 小野　将範 ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 高2

10077 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高2
10080 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10547 我妻　進一 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10548 堺　　亮介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 中3

10554 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高1
10552 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 高3

4 イトマン大宮 10269 丹野　裕介 ﾀﾝﾉ ﾕｳｽｹ 高2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 高校 10264 伊奈　浩平 ｲﾅ ｺｳﾍｲ 高3

10266 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高2
10271 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高1

5 武相学園 10681 重田　大貴 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 高2
ﾌﾞｿｳｺｳｺｳ 高校 10682 菅野　恭平 ｶﾝﾉ ｷｮｳﾍｲ 高1

10680 原　　純一 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高3
10679 柿島　　剛 ｶｷｼﾏ ｺﾞｳ 高2

6 ＳＵＮ姫路 11318 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ｣ 高3
ｻﾝﾋﾒｼﾞ 高校 11317 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高2

11316 熊谷　拓人 ｸﾏｶﾞｴ ﾀｸﾄ 高3
11320 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 高2

7 ニスポ元住吉 10820 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高校 10818 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高2

10817 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
10819 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高2

8 郡山インター 10128 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高2
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 10129 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 中3

10126 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高1
10127 宗像　真聖 ﾑﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 東北高校 棄権

ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ

2 とこはＳＳ 10976 渡辺　裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 高2
ﾄｺﾊSS 高校 10977 齊藤　　傑 ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 高2

10973 狩野勢太郎 ｶﾉｳ ｾｲﾀﾛｳ 高1
10974 酒井　拓也 ｻｶｲ ﾀｸﾔ 高2

3 イトマン館林 10222 樋口　裕輔 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 10221 坂田　芳泰 ｻｶﾀ ﾖｼﾔｽ 高1

10218 金箱　直樹 ｶﾈﾊﾞｺ ﾅｵｷ 高1
10219 高橋　脩輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 中2

4 平田ＳＳ 11386 杉原　崇斗 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ 高2
ﾋﾗﾀSS 高校 11385 田中　佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 高2

11384 青木　雅至 ｱｵｷ ﾏｻｼ 高2
11387 柳楽　　晃 ﾅｷﾞﾗ ｱｷﾗ 高1

5 ＪＳＳニホー 11324 塔本　茂貴 ﾄｳﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高3
JSSﾆﾎｰ 高校 11322 玉田　雄一 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 高2

11321 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 高2
11323 谷口　悠樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 10807 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 10806 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 高2

10805 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
10809 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

7 秋田ＡＣ大曲 10087 高橋　広光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 高2
ACｵｵﾏｶﾞﾘ 10089 高橋浩太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中1

10088 高橋　尚生 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高1
10090 田中　宏季 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 高1

8 県立浦和 10245 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高1
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10246 田村　嘉至 ﾀﾑﾗ ﾖｼｼﾞ 高2

10244 上野　哲弘 ｳｴﾉ ｱｷﾋﾛ 高2
10242 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 ＪＳＳ立石 10522 服部　光司 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ 高2

JSSﾀﾃｲｼ 高校 10519 宇都木　強 ｳﾂｷﾞ ﾂﾖｼ 高2
10521 小田部陽平 ｵﾀﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 高2
10520 舘田　智也 ﾀﾃﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高1

2 イトマンレオ 10776 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 中2
ｲﾄﾏﾝﾚｵ 10780 菊池　秀教 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 高3

10783 福島　尚吾 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 高2
10779 岸　　純輝 ｷｼ ｼﾞｭﾝｷ 高1

3 ＫＳＧ九産大 11496 川上　兼人 ｶﾐｶﾜ ｹﾝﾄ 高1
KSGｷｭｳｻﾝ 高校 11493 松本　雄生 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

11494 植松　佳紀 ｳｴﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高2
11495 赤司　大典 ｱｶｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1

4 安全ＳＳ 11397 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｱﾝｾﾞﾝSS 高校 11398 馬場　智大 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2

11394 清水将一郎 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高2
11389 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高2

5 市川高校 11291 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11290 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高2

11284 井上　真豪 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 高3
11285 近藤　真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高2

6 稲毛インター 10380 高橋　祐樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 10389 鈴木聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

10384 大井　友生 ｵｵｲ ﾄﾓﾅﾘ 中3
10379 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3

7 イトマン加須 10313 桜井　裕輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 中3
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 10316 並木　真夢 ﾅﾐｷ ﾏﾅﾑ 中3

10314 中島　雄大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高1
10315 長岡　達人 ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾂﾋﾄ 高1

8 金町ＳＣ 10508 傍島伸一郎 ｿﾊﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高3
ｶﾅﾏﾁSC 10504 荒井　　翔 ｱﾗｲ ｼｮｳ 中2

10505 森下　　健 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝ 高3
10503 横山　　誠 ﾖｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 太成学院大高 11182 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11190 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高2
11187 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高1
11192 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2

2 ＪＳＳエビス 11255 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高1
JSSｴﾋﾞｽ 11256 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 中3

11254 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞ 高2
11252 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高2

3 岡崎竜城ＳＣ 11031 天野　敏也 ｱﾏﾉ ﾄｼﾔ 高2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 11034 澤田　将宏 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2

11030 中嶋　一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
11033 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 中3

4 サギヌマＳＣ 10732 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高2
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10735 大島　拓磨 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 高3

10731 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高1
10733 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高2

5 九産大九州高 11477 藤本　勇樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 11476 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 高1

11478 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高1
11473 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高1

6 伊藤ＳＳ 11428 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ｲﾄｳSS 高校 11430 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高2

11432 兒玉　孝昭 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高1
11431 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1

7 スパジョーヤ 11544 坂本　　朗 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 高2
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 11545 小柳　勇太 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高1

11550 林　　啓介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 高2
11546 中山哲之介 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾉｽｹ 中2

8 よみうりＳＳ 11215 今別府俊成 ｲﾏﾍﾞｯﾌ ﾄｼﾅﾘ 中2
ﾖﾐｳﾘｽｲﾐﾝｸﾞｽｸ 11218 大西　弘祐 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ 高2

11219 濱田　達大 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 高2
11216 阪倉　庸介 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 山形中央高校 10123 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高2

ﾔﾏﾁｭｳｵｳ 高校 10125 渡邉　　寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 高1
10122 細谷　康平 ﾎｿﾔ ｺｳﾍｲ 高2
10124 松田　和己 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ越谷 10259 関谷　俊佑 ｾｷﾔ ｼｭﾝｽｹ 高2
ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 10262 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高1

10263 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高2
10261 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 中3

3 埼玉栄 10249 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10256 長谷川雄基 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高1

10247 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高2
10255 大西　亮太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10367 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 高校 10364 蟹沢　翔一 ｶﾆｻﾜ ｼｮｳｲﾁ 高2

10363 下村　謙太 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝﾀ 高2
10369 渡邉　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高2

5 都・駒場 10450 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10452 竹下　祐矢 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ 高1

10448 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高2
10449 河野　　遼 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 高3

6 浜松グリーン 10982 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高1
H.ｸﾞﾘｰﾝ 10981 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ 高2

10980 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 中3
10983 鈴木　基修 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 高1

7 イトマン前橋 10233 山下　和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 高1
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 高校 10234 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2

10232 宮田　恭平 ﾐﾔﾀ ｷｮｳﾍｲ 高2
10237 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高2

8 和歌山北高校 11362 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11356 三木　康平 ﾐｷ ｺｳﾍｲ 高3

11352 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
11355 三口　智也 ﾐｸﾁ ﾄﾓﾔ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 日大藤沢 10715 鈴木　孝政 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 高3

ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10710 深谷　　馨 ﾌｶﾔ ｶｵﾙ 高1
10707 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高3
10708 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高2

2 京都踏水会 11151 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2
ｷｮﾄﾄｳｽｲｶｲ 高校 11152 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高2

11148 雨林　政男 ｳﾘﾝ ﾏｻｵ 高3
11150 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高1

3 ＪＳＳ長岡 10896 岸田　将太 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高1
JSSﾅｶﾞｵｶ 10900 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 中3

10903 竹内　稔貴 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 高2
10901 深海　佑太 ﾌｶｳﾐ ﾕｳﾀ 高3

4 アシスト 10054 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高1
ｱｼｽﾄ 高校 10057 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高3

10055 阿部　知宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
10060 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 高3

5 イトマン宮森 10018 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 高校 10023 米野　淳詞 ﾖﾈﾉ ｱﾂｼ 高2

10022 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高1
10019 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高1

6 多摩ＩＳＣ 10622 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1
ﾀﾏISC 高校 10621 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2

10625 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高2
10623 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高1

7 洛南高校 11113 重田　真宏 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 11117 楠田　晃大 ｸｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 高2

11115 中尾　匡利 ﾅｶｵ ﾏｻﾉﾘ 高1
11118 木村　晋伍 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高2

8 金田ＳＣ 10494 村上　雅規 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 10491 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 中3

10489 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2
10487 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

Page: 10/12 Printing: 2005/03/30 16:16:22

東  京

加　盟

宮  城

北海道

東  京

京  都

神奈川

京  都

新  潟



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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 日大豊山高校 10473 川崎　健太 ｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ 高2

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10457 里村　隆気 ｻﾄﾑﾗ ﾘｭｳｷ 高1
10466 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2
10458 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1

2 世田谷ＳＳ 10639 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高1
ｾﾀｶﾞﾔSS 10637 橋本　悠佐 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高1

10640 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高2
10638 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中3

3 豊川高 11072 萩原　達矢 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11063 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高1

11070 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高2
11068 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高1

4 ＫＳＧときわ 11511 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
KSGﾄｷﾜSS 高校 11505 岡﨑晃一郎 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 高3

11509 湯越　康平 ﾕｺﾞｼ ｺｳﾍｲ 高1
11506 金　　亜蘭 ｷﾝ ｱﾗﾝ 高1

5 鶴岡ＳＣ 10102 佐藤翔太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 高校 10101 佐竹　甲平 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 高3

10108 鈴木　　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 高3
10111 五瓶　佑太 ｺﾞﾍｲ ﾕｳﾀ 高3

6 イトマン鯱 11003 内海　陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 高校 11004 服部　耕平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 高2

11000 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 高3
10999 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高1

7 御幸ヶ原ＳＳ 10186 河又　巨樹 ｶﾜﾏﾀ ﾅｵｷ 高2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 高校 10189 大坪　篤史 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾂｼ 高2

10188 増山　智啓 ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高2
10187 斎藤　　翔 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾙ 高2

8 コナミ北浦和 10293 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 10298 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高1

10299 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 高2
10295 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

12組
1 太成ＳＰ 11265 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高1

ﾀｲｾｲSP       高校 11264 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高1
11266 植田　雅彦 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 高3
11263 吉川　昂佑 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 高2

2 群馬ＳＳ 10204 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 高2
ｸﾞﾝﾏSS 10202 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2

10198 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
10200 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3

3 イトマン 11213 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 中3
ｲﾄﾏﾝ 11200 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3

11212 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3
11198 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 高3

4 イトマン埼玉 10324 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10328 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高1

10319 内田　亮介 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高1
10326 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2

5 桐蔭学園高 10723 宗田　宏記 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10729 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 高3

10721 山野井　駿 ﾔﾏﾉｲ ｼｭﾝ 高1
10720 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3

6 福田ＳＣ 11485 吉田　大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 高2
ﾌｸﾀﾞSC 11490 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 中3

11488 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高2
11487 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高1

7 東京ＳＣ 10532 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 10523 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高1

10526 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3
10531 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3

8 イトマン東海 11010 立松　大昌 ﾀﾃﾏﾂ ﾋﾛﾏｻ 高2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 11009 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 中3

11007 笠原　大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高2
11008 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高1
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