
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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 京都外大西高 11129 石井　貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 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
11133 柱谷　大希 ﾊｼﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 高1
11135 木村　琢哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

2 西尾ＤＳＣ 11053 島崎　修太 ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀ 高2
ﾆｼｵDSC 高校 11052 神谷　康弘 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ 高1

11050 亀嶋建太朗 ｶﾒｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1
11051 犬塚　　雅 ｲﾇｽﾞｶ ﾏｻｼ 高2

3 協栄ＳＣ深谷 10354 鈴木　厚資 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 高2
ｷｮｳｴｲﾌｶﾔ 10351 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 中3

10347 宇佐美翔太 ｳｻﾐ ｼｮｳﾀ 高3
10353 大橋　　昭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 高2

4 盛岡南高校 10029 平賀　　大 ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾙ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 10027 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高1

10026 関根　　翔 ｾｷﾈ ｼｮｳ 高2
10028 藤川　尚弥 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ 高1

5 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 11118 木村　晋伍 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 高2

11115 中尾　匡利 ﾅｶｵ ﾏｻﾉﾘ 高1
11116 坪倉　秀幸 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

6 マリン西新井 10596 早坂　将輝 ﾊﾔｻｶ ﾏｻｷ 高1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 10593 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 中3

10595 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高2
10594 向井　大樹 ﾑｶｲ ﾋﾛｷ 高3

7 金町ＳＣ 10503 横山　　誠 ﾖｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 高2
ｶﾅﾏﾁSC 10507 傍島　勇貴 ｿﾊﾞｼﾏ ﾕｳｷ 中3

10506 森田　一輝 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 中3
10508 傍島伸一郎 ｿﾊﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 北陽高校 11175 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高2

ﾎｸﾖｳｺｳｺｳ 高校 11180 泉　　和樹 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高1
11178 四宮　礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高1
11173 井上　裕太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 高2

2 早稲田ＳＳ 10289 白藤　孝明 ｼﾗﾌｼﾞ ﾀｶｱｷ 高1
ﾜｾﾀﾞSS 10286 小田桐優太 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 高2

10291 矢部　達也 ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 高2
10288 渡辺　太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 中3

3 ニスポ元住吉 10819 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高2
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高校 10820 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2

10817 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
10818 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高2

4 山梨学院高校 10853 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10852 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高2

10854 落合　航太 ｵﾁｱｲ ｺｳﾀ 高2
10851 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高1

5 岡崎竜城ＳＣ 11033 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 中3
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
11032 筒井　和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 中3

6 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 10946 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高1

10952 廻立　直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高2
10950 有賀　大樹 ｱﾘｶﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ 高2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10552 村松　幸雄 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｵ 高3
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10554 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高1

10547 我妻　進一 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 高2
10553 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中2

8 和歌山北高校 11353 向井地　輝 ﾑｶｲｼﾞ ｱｷﾗ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11363 南都　　亮 ﾅﾝﾄ ｱｷﾗ 高3

11352 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
11362 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高1
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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   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ長岡 10901 深海　佑太 ﾌｶｳﾐ ﾕｳﾀ 高3

JSSﾅｶﾞｵｶ 10898 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 中3
10896 岸田　将太 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高1
10900 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 中3

2 アクラブ堀之 10580 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高1
ｱｸﾗﾌﾞﾎﾘﾉ 高校 10584 片岡　史登 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾄ 高2

10581 新田　大将 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高1
10579 奥隅　健太 ｵｸﾂﾞﾐ ｹﾝﾀ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10369 渡邉　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 高校 10367 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高2

10363 下村　謙太 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝﾀ 高2
10365 志母谷慶司 ｼﾎﾞﾔ ｹｲｼﾞ 高1

4 みかづきＳＳ 11468 楠瀬　三邦 ｸｾﾉｾ ﾐｸﾆ 高2
ﾐｶﾂﾞｷSS 高校 11463 植田　浩平 ｳｴﾀ ｺｳﾍｲ 高3

11467 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高1
11464 真辺　高宏 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 高2

5 サギヌマＳＣ 10733 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 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
10732 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高2

6 多摩ＩＳＣ 10625 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高2
ﾀﾏISC 高校 10622 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高1

10623 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高1
10621 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2

7 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 10975 中嶋　倫人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾄ 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

8 ＪＳＳエビス 11252 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高2
JSSｴﾋﾞｽ 11256 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 中3

11251 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高1
11255 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 長野日大 10873 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高2

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10874 中澤　　仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 高2
10871 黒岩　健一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ 高2
10872 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高1

2 コパン可児 11104 渡辺　良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 中3
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 11102 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 中3

11103 曽我　洋文 ｿｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 高2
11101 後藤　優太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 高2

3 ビューホテル 10077 上島　左輔 ｳｴｼﾞﾏ ｻｽｹ 高2
ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 10076 小野　将範 ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 高2

10079 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 中2
10080 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高2

4 ＳＭＳＴ 10606 ﾁｭﾝｸﾞｻﾝ･ｳｰ ﾁｭﾝｸﾞ ｻﾝ･ｳｰ 中3
SMST 10607 ﾅｶｼﾞｮｳﾏﾘﾉ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏﾘﾉ 高3

10605 ｽｽﾞｷｷﾞｮｳ ｽｽﾞｷ ｷﾞﾖｳ 高1
10604 ｳﾁﾔﾏﾉﾌﾞｷﾖ ｳﾁﾔﾏ ﾉﾌﾞｷﾖ 高2

5 稲毛インター 10379 金森　孝介 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｽｹ 高3
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
10383 篠岡　亮太 ｼﾉｵｶ ﾘｮｳﾀ 高1

6 京都シティ 11162 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 中3
ｷｮｳﾄｼﾃｨｽ 11160 柿迫　春佳 ｶｷｻｺ ﾊﾙｶ 高3

11159 安場　祐太 ﾔｽﾊﾞ ﾕｳﾀ 高3
11161 佐藤　聖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 高3

7 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 10707 篠田　大和 ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高3

10709 松本　貴照 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ 高2
10714 野村　勇太 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 高2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 10805 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 中3
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 10809 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

10807 渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高3
10808 渡邉　将太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 中3
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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   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 伊藤ＳＳ 11431 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高1

ｲﾄｳSS 高校 11428 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1
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

2 レイＳＣ倉敷 11411 藤田　晃平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高3
ﾚｲSCｸﾗｼｷ 高校 11407 為本　惇志 ﾀﾒﾓﾄ ｱﾂｼ 高2

11410 赤木　義明 ｱｶｷﾞ ﾖｼｱｷ 高2
11412 内田　潤一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高1

3 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 11320 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 高2

11317 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高2
11319 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高1

4 津アサヒＳＳ 11078 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 中3
ﾂｱｻﾋSS 11077 中根　大輔 ﾅｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ 高1

11079 藤田　紀良 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 中3
11075 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 中3

5 京都踏水会 11148 雨林　政男 ｳﾘﾝ ﾏｻｵ 高3
ｷｮﾄﾄｳｽｲｶｲ 高校 11150 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高1

11151 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高2
11152 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高2

6 豊田ＳＳ 11037 川口　泰宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 高1
ﾄﾖﾀSS 高校 11039 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高1

11040 田岡　健二 ﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 高2
11038 大田隼一郎 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 高2

7 愛工大名電高 11058 鬼頭　　広 ｷﾄｳ ﾋﾛｼ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 11056 下村　　章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高1

11060 千村　亮太 ﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高2
11059 山根　龍一 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｲﾁ 高2

8 埼玉栄 10255 大西　亮太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10249 金子　雅哉 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 高3

10247 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高2
10253 小野　公裕 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 名古屋高 11022 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高2

ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 11018 桜井　孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高1
11021 樋田　大貴 ﾄｲﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 高3
11020 山口　恒央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾈﾋｻ 高2

2 イトマン鯱 11000 松本　恭典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 高3
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 高校 11003 内海　陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高2

11002 森本　将貴 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｷ 高1
10999 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高1

3 ＮＥＣＧＳＴ 10742 拝島　佳樹 ﾊｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高2
NECGST 高校 10741 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高2

10738 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高1
10740 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高1

4 ＯＫＳＳ 11437 辻　　真集 ﾂｼﾞ ﾏｼｭｳ 中3
OKSS 11436 中野　勢也 ﾅｶﾉ ｾｲﾔ 高1

11435 松村　　亮 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 高1
11434 小泉　雅也 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ 高1

5 イトマン宮森 10019 千葉　拓実 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 高校 10022 富山　拓也 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 高1

10021 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高1
10018 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 高3

6 イトマン東海 11008 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 11010 立松　大昌 ﾀﾃﾏﾂ ﾋﾛﾏｻ 高2

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

7 福田ＳＣ 11487 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高1
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
11492 箕輪　和紘 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

8 東北高校 棄権
ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ
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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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 桐蔭学園高 10719 武井　文理 ﾀｹｲ ﾌﾐｻﾄ 高2

ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10720 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 高3
10729 仲倉　幸介 ﾅｶｸﾗ ｺｳｽｹ 高3
10723 宗田　宏記 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2

2 東京ドーム 10636 中川　　覚 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 高3
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 10635 折原　伸弥 ｵﾘﾊﾗ ｼﾝﾔ 高2

10632 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高1
10634 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高1

3 悠久ＳＣ 10912 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高1
ﾕｳｷｭｳSC 高校 10911 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高1

10913 酒井　秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ 高3
10916 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高1

4 日大豊山高校 10466 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10463 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高2

10472 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高1
10458 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高1

5 イトマン埼玉 10320 本田　雅俊 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10329 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高2

10326 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高2
10324 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2

6 太成ＳＰ 11263 吉川　昂佑 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 高2
ﾀｲｾｲSP       高校 11267 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高1

11269 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高1
11266 植田　雅彦 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 高3

7 金田ＳＣ 10486 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高2
ｶﾈﾀﾞSC 10497 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 中3

10496 八塚　洋明 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 高3
10487 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

8 初芝ＳＳ 11234 大西かなめ ｵｵﾆｼ ｶﾅﾒ 高1
ﾊﾂｼﾊﾞSS 11231 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 中3

11232 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高1
11233 川下　淳太 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾀ 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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 コナミ北浦和 10294 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高2

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 10293 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高2
10295 小森谷勇輝 ｺﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 高3
10298 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高1

2 豊川高 11068 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 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
11064 及部　貴敏 ｵﾖﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 高2

3 ダッシュ三条 10920 関谷　太佑 ｾｷﾔ ﾀｲｽｹ 高3
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 高校 10922 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高2

10921 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高2
10919 加藤　隆三 ｶﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 高2

4 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 10111 五瓶　佑太 ｺﾞﾍｲ ﾕｳﾀ 高3

10105 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高1
10106 本間　貴光 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐﾂ 高3

5 太成学院大高 11192 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11191 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高1

11193 矢野　太志 ﾔﾉ ﾀｲｼ 高3
11182 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高2

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

10060 小田島好平 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 高3
10056 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高1

7 日本文理高校 10888 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高1
ﾆﾋﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10889 長谷川拓哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3

10887 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2
10890 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 高1

8 市立尼崎高校 11279 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11278 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高1

11282 藤田　祐司 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 高2
11283 藤本　昂大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 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.194 男子    400m   リレー   予選   9組 日本記録  3:20.66
ＣＳ                大会記録  3:23.96

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 日大高 10685 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10686 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高2
10690 小宮　丈典 ｺﾐﾔ ﾀｹﾉﾘ 高3
10693 植木　貴生 ｳｴｷ ﾀｶｵ 高3

2 都・駒場 10449 河野　　遼 ｺｳﾉ ﾘｮｳ 高3
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10448 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

10450 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
10451 三輪　雄大 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

3 イトマン 11206 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 11212 藤井　俊祐 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 高3

11200 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高3
11198 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 高3

4 イトマン横浜 10831 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高1
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 10828 采野　紘典 ｳﾈﾉ ﾋﾛﾉﾘ 高3

10829 千葉　成泰 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 中3
10830 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高1

5 東京ＳＣ 10531 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10534 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

10532 竹内　誠史 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 高3
10526 栗田　康弘 ｸﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 高3

6 群馬ＳＳ 10202 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高2
ｸﾞﾝﾏSS 10200 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 中3

10199 今泉　裕太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 高2
10198 塩川　裕貴 ｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 高3

7 ＫＳＧときわ 11506 金　　亜蘭 ｷﾝ ｱﾗﾝ 高1
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

11511 本田　大祐 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3
11507 松崎　雅幸 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 高3

8 市川高校 11287 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高1
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 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
11291 筒井　元貴 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高3
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