
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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 都・駒場 10316 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10319 竹下　祐矢 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ 高2

10322 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
10320 鶴園　淳樹 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 高3

5 林　水泳教室 10552 重田　大貴 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 高3
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 高校 10555 中居　敬太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 高2

10553 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高2
10554 西山　洋平 ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 高3

6 関西学院高 11004 後河内聖文 ｳｼﾛｺｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 高2
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 11006 平原　翔太 ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高3

11003 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 高3
11005 田口　雄一 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 高3

7

8

9

10
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スタートリスト

競技No.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:35.22
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 Ｎ Ｚ Ｌ 棄権

NZL

2 世田谷ＳＳ 10471 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高2
ｾﾀｶﾞﾔSS 高校 10469 橋本　悠佐 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高2

10472 前原　雄太 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 高3
10470 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高1

3 イトマン大宮 10181 丹野　裕介 ﾀﾝﾉ ﾕｳｽｹ 高3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 高校 10178 遠藤　龍一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 高2

10179 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高3
10182 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高2

4 芝浦ＳＣ 10484 西貝　太一 ﾆｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ 中3
ｼﾊﾞｳﾗSC 10481 伊藤　陽太 ｲﾄｳ ﾖｳﾀ 高3

10483 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高2
10482 山口　貴大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 高3

5 つむぎＳＳ 10083 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高1
ﾂﾑｷﾞSS 10089 渡邊　隆寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3

10086 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高1
10084 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高1

6 武庫之荘ＳＳ 11038 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
ﾑｺﾉｿｳSS 高校 11039 松岡　健太 ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ 高2

11037 久次米佑亮 ｸｼﾞﾒ ﾕｳｽｹ 高1
11040 平田　直紀 ﾋﾗﾀ ﾅｵｷ 高2

7 マリン江北 10480 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 高校 10478 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高3

10477 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 高1
10479 早坂　将輝 ﾊﾔｻｶ ﾏｻｷ 高2

8 太成学院大高 10896 大濱　慎也 ｵｵﾊﾏ ｼﾝﾔ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10894 森　　匡平 ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 高1

10895 早田　　洸 ﾊﾔﾀ ﾋｶﾙ 高1
10890 金子　洋介 ｶﾈｺ ﾖｳｽｹ 高1

9 市川高校 10997 清道　　功 ｷﾖﾐﾁ ｺｳ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11000 田中　　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 高3

10996 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高1
10994 近藤　真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高3

10 県立浦和 10165 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10159 中山　直哉 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 高3

10164 上野　哲弘 ｳｴﾉ ｱｷﾋﾛ 高3
10161 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 レイＳＣ倉敷 11096 松下　万里 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝﾘ 高1

ﾚｲSCｸﾗｼｷ 高校 11094 山口　　哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 高1
11093 為本　惇志 ﾀﾒﾓﾄ ｱﾂｼ 高3
11097 内田　潤一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高2

2 秋田ＡＣ大曲 10052 高橋　広光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 高3
ACｵｵﾏｶﾞﾘ 10054 高橋浩太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中2

10053 高橋　尚生 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高2
10055 田中　宏季 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 高2

3 イトマン館林 10141 樋口　裕輔 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高3
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 10139 坂田　芳泰 ｻｶﾀ ﾖｼﾔｽ 高2

10136 金箱　直樹 ｶﾈﾊﾞｺ ﾅｵｷ 高2
10137 高橋　脩輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 中3

4 早稲田ＳＳ 10197 白藤　孝明 ｼﾗﾌｼﾞ ﾀｶｱｷ 高2
ﾜｾﾀﾞSS 高校 10196 渡辺　太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 高1

10194 高島　　暖 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞﾝ 高1
10195 小田桐優太 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 高3

5 ｱｸﾗﾌﾞ調布 10363 福崎　駿介 ﾌｸｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 高2
AQLUB CH 高校 10361 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高3

10360 碓氷　一樹 ｳｽｲ ｶｽﾞｷ 高2
10362 細川　　真 ﾎｿｶﾜ ｼﾝ 高3

6 ＪＳＳ北神戸 11044 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高1
JSSｷﾀｺｳﾍ 高校 11043 古屋　祐仁 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 高3

11045 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
11046 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2

7 よみうりＳＳ 10921 今別府俊成 ｲﾏﾍﾞｯﾌ ﾄｼﾅﾘ 中3
ﾖﾐｳﾘSS 10920 大西　弘祐 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ 高3

10918 濱田　達大 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 高3
10919 坂下　剛哉 ｻｶｼﾀ ﾀｸﾔ 高3

8 イトマン川崎 10636 飯高　洸介 ｲｲﾀｶ ｺｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 高校 10634 沼田　崇志 ﾇﾏﾀ ﾀｶｼ 高3

10637 木田　孝瑛 ｷﾀﾞ ﾀｶｱｷ 高3
10638 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3

9 桐蔭学園 10533 宗田　宏記 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10522 待井　大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 高1

10530 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高1
10527 武井　文理 ﾀｹｲ ﾌﾐｻﾄ 高3

10 土佐塾高 11122 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高1
ﾄｻｼﾞｭｸｺｳ 高校 11119 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高2

11120 中内　　翼 ﾅｶｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 高2
11121 渡辺　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ニスポ元住吉 10656 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高3

ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高校 10654 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高3
10653 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
10655 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高3

2 スパジョーヤ 11141 坂本　　朗 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 高3
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 11142 小柳　勇太 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高2

11147 林　　啓介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 高3
11143 中山哲之介 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾉｽｹ 中3

3 ＪＳＳエビス 10957 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高2
JSSｴﾋﾞｽ 高校 10958 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 高1

10955 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ 高3
10961 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高3

4 多摩ＩＳＣ 10458 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高2
ﾀﾏISC 高校 10457 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

10459 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高2
10462 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高3

5 イトマン埼玉 10223 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10228 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高2

10230 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
10229 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3

6 イトマン東海 10773 立松　大昌 ﾀﾃﾏﾂ ﾋﾛﾏｻ 高3
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 高校 10772 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

10769 笠原　大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
10770 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高2

7 ﾙﾈｻﾝｽ佐倉 10272 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高1
ﾙﾈｻﾝｽｻｸﾗ 高校 10271 井口　明彦 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 高3

10274 森下　雅之 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 高2
10273 小山　翔平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高1

8 サギヌマＳＣ 10538 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10540 村野　博昭 ﾑﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 高2

10537 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2
10539 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3

9 イトマン前橋 10149 山下　和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 高2
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 10150 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高3

10153 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3
10148 高橋　秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 中3

10 市立尼崎高校 10990 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高2
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10985 柴田章太郎 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

10981 宇陽　　智 ｳﾖｳ ｻﾄｼ 高3
10988 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 イトマン加須 10218 桜井　裕輝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ 高1

ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 10220 並木　真夢 ﾅﾐｷ ﾏﾅﾑ 高1
10219 中島　雄大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
10217 牛島　　瞭 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ 中2

2 協栄ＳＣ深谷 10246 清水　裕太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 高2
ｷｮｳｴｲﾌｶﾔ 高校 10244 渋澤　文孝 ｼﾌﾞｻﾜ ﾌﾐﾀｶ 高2

10245 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 高1
10247 大橋　　昭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 高3

3 日大豊山 10331 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10324 里村　隆気 ｻﾄﾑﾗ ﾘｭｳｷ 高2

10329 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3
10327 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3

4 イトマン 10916 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
ｲﾄﾏﾝ 10909 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 中3

10915 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高1
10910 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

5 AUS/NSW 15014 Arnamnart.D Arnamnart.D
AUS/NSW 15025 Stacey.J Stacey.J

15022 Minogue.J Minogue.J
15024 Piper.G Piper.G

6 東京ＳＣ 10385 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10389 畑　　　聡 ﾊﾀ ｻﾄｼ 高3

10377 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 高3
10383 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1

7 伊藤ＳＳ 11103 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｲﾄｳSS 高校 11104 細川廉太郎 ﾎｿｶﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 高1

11107 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
11106 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ越谷 10177 福井　大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 高1
ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 高校 10175 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

10176 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高3
10174 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1

9 ＫＳＧマキ 11127 岩崎　健剛 ｲﾜｻｷ ｹﾝｺﾞ 高3
KSG MAKI 高校 11130 都合祐次郎 ﾄｺﾞｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

11131 日高　誠大 ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ 高1
11129 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

10 ＪＳＳ立石 10375 服部　光司 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ 高3
JSSﾀﾃｲｼ 高校 10372 宇都木　強 ｳﾂｷﾞ ﾂﾖｼ 高3

10374 小田部陽平 ｵﾀﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
10373 舘田　智也 ﾀﾃﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高2
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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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ｻﾝｹｲST 10964 坂本　　匠 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高1

ｻﾝｹｲ･ｴｽ･ 高校 10963 黒田　雄介 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3
10965 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
10962 原本　浩平 ﾊﾗﾓﾄ ｺｳﾍｲ 高3

2 アシスト 10028 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2
ｱｼｽﾄ 高校 10034 神山　大地 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 高3

10029 阿部　知宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3
10030 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10261 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
ｾ･ｳﾗﾔｽ 高校 10258 蟹沢　翔一 ｶﾆｻﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

10257 下村　謙太 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝﾀ 高3
10263 渡邉　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10407 小幡　龍介 ｵﾊﾞﾀ ﾘｭｳｽｹ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10405 堺　　亮介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 高1

10400 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中3
10404 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高2

5 太成ＳＰ 10968 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 10972 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高3

10970 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高2
10973 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3

6 金田ＳＣ 10359 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 中3
ｶﾈﾀﾞSC 10351 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 高1

10347 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高3
10349 金澤　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

7 天満学園 10976 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高2
ﾃﾝﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 10975 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高2

10978 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高2
10974 吉川　昂佑 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 高3

8 郡山インター 10061 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 10062 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高1

10058 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2
10059 宗像　真聖 ﾑﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 高2

9 京都外大西高 10862 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10860 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高3

10861 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3
10859 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3

10 Ｓアカデミ－ 10624 八ッ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高2
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 高校 10620 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

10622 森　　希竜 ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 高3
10621 上水流　聡 ｶﾐｽﾞﾙ ｻﾄｼ 高3
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