
第28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     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:33.51
13～14歳            大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 岡崎竜城ＳＣ 2491 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2489 沖田　浩俊 ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ 中2

2495 内藤　久善 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾖｼ 中2
2494 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

4 平針ＳＳ 2619 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 中1
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2618 森島　旭希 ﾓﾘｼﾏ ｱｻｷ 中1

2615 益田　崇広 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2
2617 森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 中2

5 ＪＳＳニホー 3112 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 中2
JSSﾆﾎｰ 中学 3118 湯川　皓平 ﾕｶﾜ ｺｳﾍｲ 中2

3111 出井　義也 ｲｽﾞｲ ﾖｼﾔ 中2
3109 安西　　信 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 中1

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 東京ＤＣ 1395 廣瀬　諒磨 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾏ 中2

ﾄｳｷｮｳDC 中学 1391 杉山　雄祐 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 中2
1393 池田　宏樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 中2
1394 廣瀬　佑磨 ﾋﾛｾ ﾕｳﾏ 中2

2 ＢＩＧ東海 2632 福地　勇亮 ﾌｸﾁ ﾕｳｽｹ 中1
BIGﾄｳｶｲ 中学 2626 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 中1

2630 中村　亮輝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 中2
2627 佐藤　直登 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 中1

3 鶴岡ＳＣ 275 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 291 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 中1

286 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 中1
276 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中2

4 御幸ヶ原ＳＳ 479 髙野　　謙 ﾀｶﾉ ｹﾝ 中2
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 中学 454 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中2

470 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中2
472 増渕　尋紀 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ 中2

5 マリン江北 1657 大島　秀一 ｵｵｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 中2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 中学 1659 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 中1

1655 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中2
1658 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 中2

6 フィッツＳＣ 2246 大礒　裕輝 ｵｵｲｿ ﾕｳｷ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 2239 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 中1

2245 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 中1
2235 花形　　豊 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 中1

7 イトマン大宮 654 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 637 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中2

652 豊田　真士 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵﾄ 中1
636 吉越　康樹 ﾖｼｺﾞｴ ｺｳｷ 中1

8 レイＳＣ倉敷 3304 黒住　怜平 ｸﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 中2
ﾚｲSCｸﾗｼｷ 中学 3307 山口　　純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 中2

3305 佐藤　　賢 ｻﾄｳ ｹﾝ 中2
3311 福住　直樹 ﾌｸｽﾞﾐ ﾅｵｷ 中2
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3組
1 ＫＳＧ九産大 3485 川上　耕平 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 中2

KSGｷｭｳｻﾝ 中学 3482 佐藤龍之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 中1
3484 税所　祐太 ｻｲｼｮ ﾕｳﾀ 中2
3487 野崎　達也 ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中1

2 イトマン向山 194 赤井澤智司 ｱｶｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ 中2
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 中学 186 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 中2

196 大友　瑛史 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾌﾐ 中2
197 長尾　明芳 ﾅｶﾞｵ ｱｷﾖｼ 中2

3 志布志ＤＣ 3682 東丸　卓矢 ﾋｶﾞｼﾏﾙ ﾀｸﾔ 中2
ｼﾌﾞｼDC 中学 3683 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 中2

3681 宮城　竜介 ﾐﾔﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｽ 中2
3686 前田　将平 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 中1

4 ＪＬスポーツ 3668 西村　章吾 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 中2
JLｽﾎﾟｰﾂ 中学 3669 宇都　智範 ｳﾄ ﾄﾓﾉﾘ 中1

3670 石塚　龍嗣 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｭｳｼﾞ 中2
3667 内村　和寛 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 中2

5 ＯＫＳＳ 3424 多留見将成 ﾀﾙﾐ ﾏｻｼｹﾞ 中2
OKSS 中学 3420 安村　亜洲 ﾔｽﾑﾗ ｱｼｭｳ 中2

3421 河野　潤樹 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｷ 中2
3426 表原　　周 ｵﾓﾃﾊﾗ ｼｭｳ 中2

6 イトマン館林 548 新川　恭平 ｱﾗｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 547 松本　泰佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｽｹ 中2

557 平野　　拓 ﾋﾗﾉ ﾀｸ 中2
545 篠原　　壮 ｼﾉﾊﾗ ｿｳ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ大教蓮田 804 高山　裕貴 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾊｽﾀﾞ 中学 801 外川　貴大 ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ 中1

803 笠井　一樹 ｶｻｲ ｶｽﾞｷ 中2
809 平井　健吾 ﾋﾗｲ ｹﾝｺﾞ 中1

8 金町ＳＣ 1252 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1246 浦上　雄豪 ｳﾗｶﾐ ﾕｳｺﾞｳ 中2

1260 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 中2
1269 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 985 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 中1

ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 988 丸橋　侑生 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ 中1
978 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 中1
982 木下　　将 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 中2

2 ﾙﾈｻﾝｽ札幌 22 大森　洋翔 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ 中2
ﾙ･ﾋﾗｷﾞｼ 中学 19 成田　　航 ﾅﾘﾀ ﾜﾀﾙ 中1

14 犬飼　周作 ｲﾇｶｲ ｼｭｳｻｸ 中2
17 小笠原優太 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾀ 中1

3 イトマン北本 672 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 中学 675 毛利　一仁 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾄ 中2

670 小川　真生 ｵｶﾞﾜ ﾏｵ 中2
669 篠木　宏典 ｼﾉｷ ｺｳｽｹ 中2

4 群馬渋川ＳＳ 517 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 中1
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 中学 519 金子　裕介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ 中1

522 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 中2
521 黛　　和希 ﾏﾕｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 中2

5 かしまＡＺ 1711 新垣　貴大 ﾆｲｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1696 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中1

1717 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中2
1708 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中1

6 桐蔭学園中 1781 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中2
ﾄｳｲﾝﾁｭｳ 中学 1779 嘉山　元気 ｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 中2

1780 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中1
1782 小田桐翔一 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 中2

7 新潟燕中 2262 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中2
ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ 中学 2261 熊倉　一哲 ｸﾏｸﾗ ｲｯﾃﾂ 中2

2263 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 中1
2264 藤田　雄也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 中2

8 みかづきＳＳ 3459 伊藤　　克 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 中2
ﾐｶﾂﾞｷSS 中学 3463 西本　高志 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶｼ 中1

3466 田海　祐希 ﾀｳﾐ ﾕｳｷ 中2
3468 品田　亮太 ｼﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中2
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