
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.192 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:20.66
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 イトマン大宮 586 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 600 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1
603 丸谷　佳久 ﾏﾙﾔ ﾖｼﾋｻ 中2
595 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2

2 ＫＳＧマキ 3357 宮﨑　　祥 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 中2
KSG ﾏｷ 中学 3356 宮地　　諒 ﾐﾔﾁ ﾘｮｳ 中1

3361 柴田　拳吾 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 中2
3360 甲斐　敬浩 ｶｲ ﾀｶﾋﾛ 中2

3 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 1338 間々下義広 ﾏﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 中2

1352 中村　正哉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 中2
1356 服部　龍哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 中1

4 八幡浜ＳＣ 3281 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 中2
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 中学 3283 増岡　知晃 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｱｷ 中2

3279 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
3282 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 中2

5 岡崎竜城ＳＣ 2370 永田　泰寛 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2374 小沢　拓也 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 中2

2379 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中1
2378 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中2

6 ＪＳジャンボ 2175 永井　　耀 ﾅｶﾞｲ ﾖｳ 中2
JSｼﾞｬﾝﾎﾞ 中学 2179 森岡　英樹 ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞｷ 中2

2183 鈴木翔太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 中1
2178 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 中2

7 金田ＳＣ 1164 前田　悠貴 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 中学 1169 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 中2

1157 高岡　洋介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 中1
1168 飯山　力成 ｲｲﾔﾏ ﾘｷﾅﾘ 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.192 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:20.66
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 田園ＳＳ 1806 成田　遼平 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 中2

ﾃﾞﾝｴﾝSS 中学 1801 遠藤　隼人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 中2
1807 浅田　　誠 ｱｻﾀﾞ ﾏｺﾄ 中2
1802 下大迫　洸 ｼﾓｵｵｻｺ ﾀｹﾙ 中1

2 イトマン鴻巣 842 野中　翔太 ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 中学 845 西嶋　俊也 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄｼﾔ 中2

847 船田　亨平 ﾌﾅﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2
850 長谷川勝哉 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 中2

3 草加ＳＳ 677 成田　貴思 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ 中2
SOHKA.SS 中学 674 山田　浩稀 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 中1

681 船津　直樹 ﾌﾅﾂﾞ ﾅｵｷ 中1
680 折原　一彰 ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 中1

4 イトマン 2682 山本　　義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2683 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 中2

2679 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 中2
2692 渡辺　勇樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 中2

5 フィッツＳＣ 2142 雨宮　　司 ｱﾒﾐﾔ ﾂｶｻ 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
2144 加藤　倫平 ｶﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 中2

6 マリン江北 1540 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中1
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 中学 1536 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中1

1539 樋口　龍汰 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中1
1538 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 中2

7 郡山インター 281 伊藤　　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 中2
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 中学 285 佐々木　瞭 ｻｻｷ ﾘｮｳ 中2

282 井上　裕大 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 中2
286 千葉　大樹 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 中2

8 御幸ヶ原ＳＳ 435 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 424 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中1

434 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 中2
437 大楽　涼平 ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｮｳﾍｲ 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.192 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:20.66
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 伊藤ＳＳ 3235 馬場　勝也 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ 中2

ｲﾄｳSS 中学 3232 大西　卓哉 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 中2
3236 馬場　雄也 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 中2
3234 渡辺　貴大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2

2 コナミ青葉台 1876 池田　大輝 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中2
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 中学 1871 森崎　竜二 ﾓﾘｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 中2

1869 高木　裕輝 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 中2
1872 神保　洸明 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾂｱｷ 中1

3 瀬戸内SS 3228 大谷　隼人 ｵｵﾀﾆ ﾊﾔﾄ 中2
ｾﾄｳﾁSS 中学 3229 田岡　伸崇 ﾀｵｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 中2

3227 川村　拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 中2
3226 金森　　竣 ｶﾅﾓﾘ ｼｭﾝ 中1

4 東京ＳＣ 1250 宮本雄志郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ 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
1244 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中2

5 鶴岡ＳＣ 248 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 252 土肥　隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 中2

254 冨樫　聡志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 中2
243 佐藤　淳平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

6 柏洋・柏 1004 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 中学 1009 和田　高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2

1006 中林　朋裕 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 中2
1008 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 中2

7 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 387 生水　　光 ｼｮｳｽﾞ ﾋｶﾙ 中2

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

8 多摩ＩＳＣ 1456 佐久間一暉 ｻｸﾏ ｶｽﾞｷ 中2
ﾀﾏISC 中学 1455 下地　達也 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾔ 中2

1457 守谷　優一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ 中2
1458 竹尾　正馬 ﾀｹｵ ｼｮｳﾏ 中2
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