
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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:28.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 県立浦和 10161 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10165 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2

10163 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高2
10164 上野　哲弘 ｳｴﾉ ｱｷﾋﾛ 高3

3 秋田商業 10048 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1
ｱｷｼｮｳ 高校 10049 堀岡　寛史 ﾎﾘｵｶ ﾋﾛｼ 高2

10047 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
10050 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3

4 Ｎ Ｚ Ｌ 棄権
NZL

5 初    芝 10880 長野　将隆 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 高2
ﾊﾂｼﾊﾞｺｳｺｳ 高校 10882 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高1

10879 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2
10881 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高2

6 豊  川  高 10819 及部　博章 ｵﾖﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10825 川口　泰宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 高2

10821 犬塚　　雅 ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｼ 高3
10818 及部　貴敏 ｵﾖﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 高3

7 愛工大名電高 10809 鬼頭　　広 ｷﾄｳ ﾋﾛｼ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 10808 下村　　章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高2

10811 千村　亮太 ﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高3
10810 山根　龍一 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｲﾁ 高3

8 北    陽 10884 四宮　礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高2
ﾎｸﾖｳ 高校 10883 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高1

10885 上田　一布 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 高2
10887 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高3

9
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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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:28.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＪＳＳ北神戸 11045 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

JSSｷﾀｺｳﾍ 高校 11043 古屋　祐仁 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 高3
11046 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2
11042 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3

2 日本文理高校 10724 倉崎　直人 ｸﾗｻｷ ﾅｵﾄ 高3
ﾆﾋﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10723 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2

10722 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
10725 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 高2

3 京都外大西高 10859 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10861 西尾　裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3

10862 武岡　辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
10860 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高3

4 豊田ＳＳ 10790 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 高1
ﾄﾖﾀSS 高校 10792 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高2

10793 田岡　健二 ﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 高3
10791 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高1

5 ダッシュ三条 10731 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高3
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 高校 10728 中島　謙二 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 高3

10729 加藤　隆三 ｶﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 高3
10730 関谷　和明 ｾｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 高1

6 カツラギＳＳ 11073 西川　真哉 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾔ 高3
ｶﾂﾗｷﾞｽｲﾐ 11072 松山　雅也 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 高2

11075 東　　裕亮 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 高3
11071 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中3

7 ユアーＳＣ 10304 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3
ﾕｱｰSC 高校 10305 水谷　勇輝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 高2

10306 大門　裕貴 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳｷ 高1
10308 方波見勝誠 ｶﾀﾊﾞﾐ ｶﾂﾅﾘ 高3

8 市立尼崎高校 10992 藤本　昂大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高3
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 10988 赤尾　拓哉 ｱｶｵ ﾀｸﾔ 高3

10991 藤田　祐司 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 高3
10983 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高2

9 長野日大高 10709 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10710 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高3

10708 黒岩　健一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ 高3
10711 中澤　　仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 高3

10 市川高校 10994 近藤　真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 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

11001 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高1
10998 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:28.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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 10955 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ 高3
10959 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高2
10961 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高3

2 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 10429 奥隅　健太 ｵｸﾂﾞﾐ ｹﾝﾀ 高3
ｱｸﾗﾌﾞﾎﾘﾉ 高校 10432 早川　　翔 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳ 高2

10434 片岡　史登 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾄ 高3
10430 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高2

3 イトマン前橋 10152 小野里卓哉 ｵﾉｻﾞﾄ ﾀｸﾔ 高1
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 10148 高橋　秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 中3

10147 林　　裕也 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高2
10153 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10398 西村　直紘 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 高1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10401 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高2

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 東京ＳＣ 10383 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10388 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

10393 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 高3
10379 上原　大悟 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 高2

6 AUS/NSW 15022 Minogue.J Minogue.J
AUS/NSW 15014 Arnamnart.D Arnamnart.D

15018 Hardy.M Hardy.M
15024 Piper.G Piper.G

7 ＮＥＣＧＳＴ 10548 拝島　佳樹 ﾊｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高3
NECGST 高校 10547 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高3

10544 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高2
10546 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10263 渡邉　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高3
ｾ･ｳﾗﾔｽ 高校 10261 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3

10257 下村　謙太 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝﾀ 高3
10259 志母谷慶司 ｼﾎﾞﾔ ｹｲｼﾞ 高2

9 郡山インター 10062 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高1
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 10058 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2

10057 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高3
10061 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3

10 ＪＳＳ八王子 10504 佐藤　寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 10509 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高2

10501 横倉　唯史 ﾖｺｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 高2
10508 秋間　峻介 ｱｷﾏ ｼｭﾝｽｹ 高3
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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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:28.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン横浜 10668 千葉　成泰 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 高1

ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高校 10666 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高1
10669 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高2
10670 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高2

2 ＳＵＮ姫路 11031 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 高3
SUNﾋﾒｼﾞ 高校 11028 永坂　真也 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾝﾔ 高2

11030 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
11029 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高3

3 つむぎＳＳ 10083 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高1
ﾂﾑｷﾞSS 10081 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 中1

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

4 日大豊山 10325 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10327 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3

10331 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高1
10329 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3

5 イトマン 10913 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 10911 松井　恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高3

10916 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
10910 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

6 太成ＳＰ 10968 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 10971 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高2

10973 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3
10969 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高3

7 伊藤ＳＳ 11107 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
ｲﾄｳSS 高校 11103 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

11106 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高3
11108 兒玉　孝昭 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高2

8 多摩ＩＳＣ 10462 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高3
ﾀﾏISC 高校 10458 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高2

10459 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高2
10457 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

9 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 10195 小田桐優太 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 高3

10198 矢部　達也 ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 高3
10196 渡辺　太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 高1

10 マリン江北 10479 早坂　将輝 ﾊﾔｻｶ ﾏｻｷ 高2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 高校 10477 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 高1

10480 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高2
10478 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高3
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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.196 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:19.27
ＣＳ                大会記録  3:28.37

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 サギヌマＳＣ 10539 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3

ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10537 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2
10538 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高3
10542 北澤　直人 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 高3

2 ニスポ元住吉 10655 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高3
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 高校 10656 佐藤　　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高3

10653 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
10654 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高3

3 のぼりとＳＣ 10603 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 高3
ﾉﾎﾞﾘﾄSC 高校 10600 大門　栄樹 ﾀﾞｲﾓﾝ ｴｲｷ 高3

10601 町田　　悠 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳ 高2
10599 大石　清史 ｵｵｲｼ ｷﾖｼ 高3

4 金田ＳＣ 10347 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10349 金澤　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

10358 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 高1
10348 下河原雄太 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高2

5 イトマン埼玉 10229 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10226 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

10230 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
10227 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

6 群馬ＳＳ 10119 今泉　裕太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 高3
ｸﾞﾝﾏSS 高校 10120 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高1

10122 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3
10124 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 高3

7 天満学園 10978 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高2
ﾃﾝﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 10974 吉川　昂佑 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 高3

10979 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高2
10977 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

8 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 10320 鶴園　淳樹 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 高3

10317 三輪　雄大 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
10322 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

9 神奈中ＳＳ 10610 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2
ｶﾅﾁｭｳSS 高校 10609 佐藤　　潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 高3

10611 篠本　隼人 ｼﾉﾓﾄ ﾊﾔﾄ 高1
10608 金田　義憲 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 高2

10 アシスト 10030 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2
ｱｼｽﾄ 高校 10028 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2

10031 伊藤　遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高1
10029 阿部　知宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3
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