
第28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.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:35.22
13～14歳            大会記録  4:04.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン越谷 730 川上雄司郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 中1
ｺｼｶﾞﾔｲﾄﾏ 中学 723 金指　湧真 ｶﾅｻﾞｼ ﾕｳﾏ 中2

722 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 中3
729 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 中1

4 金町ＳＣ 962 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 955 荒井　　翔 ｱﾗｲ ｼｮｳ 中3

967 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 中2
950 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中2

5 東京ＳＣ 1039 那須　駿介 ﾅｽ ｼｭﾝｽｹ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1042 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 中3

1048 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3
1054 宮本雄志郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ 中3

6 浜松グリーン 1872 永田　　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 中3
H.ｸﾞﾘｰﾝ 中学 1877 清水　良祐 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 中2

1875 山下　浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 中3
1873 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 中3

7 ＪＳＳニホー 2372 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 中2
JSSﾆﾎｰ 中学 2377 平谷　　源 ﾋﾗﾀﾆ ｹﾞﾝ 中3

2369 出井　義也 ｲｽﾞｲ ﾖｼﾔ 中2
2367 安西　　信 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 中1

8 ｲﾄﾏﾝ大教蓮田 622 高山　裕貴 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾊｽﾀﾞ 中学 620 外川　貴大 ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ 中1

621 笠井　一樹 ｶｻｲ ｶｽﾞｷ 中2
625 平井　健吾 ﾋﾗｲ ｹﾝｺﾞ 中1
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競技No.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:35.22
13～14歳            大会記録  4:04.70

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 イトマン大教 521 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 中2
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 中学 507 阿久根　敦 ｱｸﾈ ｱﾂｼ 中3

511 宮地　建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 中3
512 原井　啓介 ﾊﾗｲ ｹｲｽｹ 中2

3 かしまＡＺ 1351 新垣　貴大 ﾆｲｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1358 木原　洋一 ｷﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 中1

1356 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中2
1348 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中1

4 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1368 山形　直道 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵﾐﾁ 中3
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1377 平岡　卓真 ﾋﾗｵｶ ﾀｸﾏ 中3

1363 横田　一平 ﾖｺﾀ ｲｯﾍﾟｲ 中1
1362 押田　修平 ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 中3

5 イトマン大宮 471 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 461 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中2

459 丸谷　佳久 ﾏﾙﾔ ﾖｼﾋｻ 中3
463 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 中3

6 ｲﾄﾏﾝ大宮西 478 嘉藤　佑紀 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 中2
ｲﾄｵｵﾐﾔﾆｼ 中学 482 小西　飛鳥 ｺﾆｼ ｱｽｶ 中2

481 荒井　　剛 ｱﾗｲ ﾂﾖｼ 中3
479 柿沼　慎二 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 中2

7 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 1713 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 中2
ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中学 1714 柏崎　尚也 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾅｵﾔ 中3

1710 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中2
1709 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 865 渡邉　優磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中1
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 855 蟹沢　　勇 ｶﾆｻﾜ ｲｻﾑ 中3

853 河野　　航 ｺｳﾉ ﾜﾀﾙ 中2
859 山崎　幹雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷｵ 中3
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