
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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 大垣商高 11148 南谷　良治 ﾐﾅﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 11144 戸島宗二郎 ﾄｼﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 高3

11147 田中堅二郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高3
11143 安藤　　巧 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高2

3 ＪＳＳエビス 11325 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高2
JSSｴﾋﾞｽ 高校 11326 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 高1

11323 染原大三郎 ｿﾒﾊﾗﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛ 高3
11651 松尾　　優 ﾏﾂｵ ﾏｻﾙ 高3

4 岡崎竜城ＳＣ 11077 中嶋　一晃 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 高1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 11075 谷　　隆太 ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 中2

11076 中沢　駿秀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 中3
11078 筒井　和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 高1

5 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 10682 宇津木翔平 ｳﾂｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 中3
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 10683 田中　裕也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 中2

10681 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高2
10684 服部　一成 ﾊｯﾄﾘ ｲｯｾｲ 中3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ越谷 10266 福井　大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 高1
ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 高校 10263 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

10265 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高3
10262 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1

7 日本文理高校 10907 長谷川一幾 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10910 鈴木孝太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 高1

10909 北　　伸康 ｷﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ 高2
10905 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン大宮 10272 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3

ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10267 遠藤　龍一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 高2
10269 佐藤　　勲 ｻﾄｳ ｲｻｵ 高3
10273 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高2

2 東北高校 10049 岩崎　隼人 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 高3
ﾄｳﾎｸｺｳ 高校 10051 庄司　達也 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾂﾔ 高2

10052 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3
10050 小山　良輔 ｵﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 高2

3 ニスポ元住吉 10830 細川　智貴 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｷ 中1
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 10828 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高3

10827 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
10829 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高3

4 青森東高校 10023 對馬　伸真 ﾂｼﾏ ｼﾝｼﾞ 高2
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ 高校 10022 内海　潤紀 ｳﾁｳﾐ ｼﾞｭﾝｷ 高1

10020 佐藤　淳哉 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
10021 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 高1

5 芝浦ＳＣ 10638 西貝　太一 ﾆｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ 中3
ｼﾊﾞｳﾗSC 10635 伊藤　陽太 ｲﾄｳ ﾖｳﾀ 高3

10637 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高2
10636 山口　貴大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 高3

6 マリン江北 10634 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 10631 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高3

10630 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 高1
10632 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 中3

7 豊田ＳＳ 11080 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高1
ﾄﾖﾀSS 高校 11082 尾園　政輝 ｵｿﾞﾉ ﾏｻｷ 高2

11083 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2
11079 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 高1

8 イトマン長命 10063 早坂　一希 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 10061 佐々木　宏 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 中3

10060 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 中3
10062 新沼　大知 ﾆｲﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 北陽 11228 坂本　　匠 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 高1

ﾎｸﾖｳ 高校 11227 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高1
11232 山﨑　直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 高3
11231 四宮　礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高2

2 プリオール 11506 佐藤　　駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 高2
ﾌﾟﾘｵｰﾙ 高校 11508 平森　竜矢 ﾋﾗﾓﾘ ﾀﾂﾔ 高2

11507 湯中　隆将 ﾕﾅｶ ﾀｶﾕｷ 高2
11509 箕本　洋祐 ﾐﾓﾄ ﾖｳｽｹ 高2

3 ＪＳＳ北神戸 11414 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3
JSSｷﾀｺｳﾍ 11417 山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 中2

11419 浅野　　諭 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 中3
11420 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2

4 イトマン川崎 10815 飯高　洸介 ｲｲﾀｶ ｺｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 高校 10811 沼田　崇志 ﾇﾏﾀ ﾀｶｼ 高3

10816 木田　孝瑛 ｷﾀﾞ ﾀｶｱｷ 高3
10808 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3

5 ＳＵＮ姫路 11403 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高3
SUNﾋﾒｼﾞ 高校 11402 永坂　真也 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾝﾔ 高2

11404 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
11405 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 高3

6 かしま道後 11541 大木　宏輔 ｵｵｷ ｺｳｽｹ 高2
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ 高校 11538 仁尾　憲治 ﾆｵ ｹﾝｼﾞ 高1

11540 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 高2
11542 平野　大介 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2

7 愛工大名電高 11104 松倉　圭佑 ﾏﾂｸﾗ ｹｲｽｹ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 11106 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

11105 片桐　啓介 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ 高1
11101 下村　　章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 10358 大野　修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
ｾ･ｳﾗﾔｽ 10354 蟹沢　翔一 ｶﾆｻﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

10352 宇田川弘徳 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 高1
10357 打越　　武 ｳﾁｺｼ ﾀｹｼ 中3

Page: 3/12 Printing: 2006/03/29 13:58:14

愛  知

千  葉

加　盟

兵  庫

神奈川

兵  庫

愛  媛

大  阪

広  島



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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 フィッツＳＣ 10882 勝村　正輝 ｶﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 高2

ﾌｨｯﾂSC 10885 入倉　広大 ｲﾘｸﾗ ｺｳﾀ 高2
10880 桜林　圭太 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高3
10876 雨宮　　司 ｱﾒﾐﾔ ﾂｶｻ 中3

2 枚方ＳＳ 11298 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 11300 木村　　拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ 高1

11301 西村　亮馬 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 中3
11299 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高1

3 早稲田ＳＳ 10289 白藤　孝明 ｼﾗﾌｼﾞ ﾀｶｱｷ 高2
ﾜｾﾀﾞSS 高校 10288 渡辺　太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 高1

10286 高島　　暖 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞﾝ 高1
10287 小田桐優太 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 高3

4 東北学院 10042 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝｺｳｺ 高校 10044 斎　　　崇 ｻｲ ﾀｶｼ 高2

10043 佐藤　道学 ｻﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 高2
10047 杉田　暁彦 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋｺ 高1

5 柏洋・柏 10392 平井　康翔 ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ 中3
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 10391 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 中3

10390 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高1
10386 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 中3

6 スパジョーヤ 11615 中山哲之介 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾉｽｹ 中3
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 11613 小柳　勇太 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高2

11614 竹下　雅之 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ 高1
11612 奥村　大夢 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾑ 高2

7 名古屋高 11065 名倉　和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 11063 三浦　翔太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 高2

11064 新免　　誠 ｼﾝﾒﾝ ﾏｺﾄ 高3
11062 桜井　孝哉 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾔ 高2

8 エスパティオ 11389 高岡　　瑛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾗ 高1
StSﾊﾟﾃｨｵ 高校 11388 宮迫　拓也 ﾐﾔｻﾞｺ ﾀｸﾔ 高2

11391 大橋　和俊 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 高2
11387 吉岡　佑樹 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 Ｓ＆Ｆ 10868 宗田　宏記 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

S&F 高校 10867 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 高3
10870 豊崎　慎司 ﾄﾖｻｷ ｼﾝｼﾞ 高3
10866 伊藤　　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 高3

2 埼玉栄 10251 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10259 長谷川雄基 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高2

10256 小野　公裕 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 高2
10254 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高2

3 パルワカヤマ 11456 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高1
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 11455 松島　圭佑 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｽｹ 中3

11454 坂口　浩平 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 高3
11453 岡本　佳大 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 高3

4 エイブル岡山 11487 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高1
ｴｲﾌﾞﾙｵｶﾔ 高校 11488 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高1

11489 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高2
11490 鳴坂　侑祐 ﾅﾙｻｶ ﾕｳｽｹ 高1

5 平針ＳＳ 11111 米谷　大介 ﾖﾈﾔ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 11108 加藤　　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 高2

11109 長谷川直紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 中3
11110 播磨　勇人 ﾊﾘﾏ ﾊﾔﾄ 高2

6 桐蔭学園 10733 姉崎　　弦 ｱﾈｻﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10737 待井　大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 高1

10731 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高1
10732 山野井　駿 ﾔﾏﾉｲ ｼｭﾝ 高2

7 アクラブ調布 10484 福崎　駿介 ﾌｸｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 高2
AQLUB CH 高校 10482 岸本　雅俊 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高3

10481 碓氷　一樹 ｳｽｲ ｶｽﾞｷ 高2
10483 細川　　真 ﾎｿｶﾜ ｼﾝ 高3

8 桜泳会ＳＳ 11434 吉井　　健 ﾖｼｲ ｹﾝ 高3
ｵｳｴｲｶｲSS 高校 11433 浦川　貴史 ｳﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 高3

11432 堀谷　雅人 ﾎﾘﾀﾆ ﾏｻﾄ 高3
11431 藤村　侑司 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 和歌山北高校 11449 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高2

ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11448 秦野　健人 ﾊﾀﾉ ﾀｹﾋﾄ 高1
11443 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
11447 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1

2 ＪＳＳ立石 10500 服部　光司 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ 高3
JSSﾀﾃｲｼ 高校 10493 宇都木　強 ｳﾂｷﾞ ﾂﾖｼ 高3

10498 小田部陽平 ｵﾀﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
10496 舘田　智也 ﾀﾃﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高2

3 コナミ林間 10776 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 高1
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 10777 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高1

10778 鈴木　貴也 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾔ 高1
10775 菊間　亮平 ｷｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ 高1

4 イトマン館林 10226 樋口　裕輔 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高3
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 10225 坂田　芳泰 ｻｶﾀ ﾖｼﾔｽ 高2

10222 金箱　直樹 ｶﾈﾊﾞｺ ﾅｵｷ 高2
10223 高橋　脩輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 中3

5 Ｓアカデミ－ 10800 八ッ代直輝 ﾔﾂｼﾛ ﾅｵｷ 高2
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 高校 10794 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

10797 森　　希竜 ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 高3
10796 上水流　聡 ｶﾐｽﾞﾙ ｻﾄｼ 高3

6 ユアーＳＣ 10417 西口　直人 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 中2
ﾕｱｰSC 10418 西村　陽平 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 高2

10416 水谷　勇輝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 高2
10414 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3

7 ｻﾝｹｲST 11334 豊田　宣広 ﾄﾖﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 中2
ｻﾝｹｲ･ｴｽ･ 11332 黒田　雄介 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3

11333 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
11331 原本　浩平 ﾊﾗﾓﾄ ｺｳﾍｲ 高3

8 ＪＳＳ米子 11461 笠岡　恒介 ｶｻｵｶ ｺｳｽｹ 高2
JSSﾖﾅｺﾞ 高校 11462 三浦晃太朗 ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 高1

11463 竹川　　翔 ﾀｹｶﾜ ｼｮｳ 高3
11464 木田　琢郎 ｷﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 花巻ＳＦ 10037 木村　　玲 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 高2

ﾊﾅﾏｷSF 高校 10034 久保　郁人 ｸﾎﾞ ﾌﾐﾄ 高1
10036 北村　　宰 ｷﾀﾑﾗ ﾂｶｻ 高3
10035 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高3

2 空港ＳＳ 11555 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高1
ｸｳｺｳSS 高校 11553 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高2

11552 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高2
11554 池上　喬広 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 高1

3 ＪＳＳ長岡 10920 大竹　貴也 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾔ 中2
JSSﾅｶﾞｵｶ 10916 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高1

10918 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 中3
10913 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高1

4 イトマン前橋 10234 山下　和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 高2
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 10235 山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高3

10237 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3
10233 高橋　秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 中3

5 イトマン名張 11132 山口幸一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 中3
ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ 11131 稲田　正明 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中3

11134 涌田　直宏 ﾜｸﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 中2
11133 箕成　貴之 ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 高3

6 よみうりＳＳ 11276 今別府俊成 ｲﾏﾍﾞｯﾌ ﾄｼﾅﾘ 中3
ﾖﾐｳﾘSS 11275 大西　弘祐 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ 高3

11272 濱田　達大 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 高3
11274 元山　俊輔 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 高3

7 日大高 10711 片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10713 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高2

10701 種田　悠人 ﾀﾈﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
10699 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高3

8 京都外大西高 11173 安田　昌弘 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11185 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高2

11183 木村　琢哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2
11174 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 ＮＩＳＰＯ 11376 大村　　健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 高1

NISPO 11379 野口　　匠 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 中2
11373 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中2
11380 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 高1

2 市川高校 11362 木島　　翼 ｷｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11361 日下部克典 ｸｻｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ 高2

11356 青木　俊明 ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 高2
11355 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高2

3 日大藤沢 10714 加藤　巧也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10716 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高1

10722 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高3
10719 菊田　　力 ｷｸﾀ ﾂﾄﾑ 高3

4 ＫＳＧ　マキ 11580 岩崎　健剛 ｲﾜｻｷ ｹﾝｺﾞ 高3
KSG MAKI 高校 11582 都合祐次郎 ﾄｺﾞｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高3

11583 日高　誠大 ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ 高1
11581 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

5 西城陽高校 11198 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11199 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高2

11194 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
11192 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2

6 鶴岡ＳＣ 10116 太田　悠貴 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 高2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 10112 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高1

10108 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高2
10114 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中3

7 協栄ＳＣ深谷 10340 清水　裕太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 高2
ｷｮｳｴｲﾌｶﾔ 高校 10338 渋澤　文孝 ｼﾌﾞｻﾜ ﾌﾐﾀｶ 高2

10339 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 高1
10341 大橋　　昭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 高3

8 日大三島 10984 渡辺　裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 10982 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高2

10983 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高3
10985 矢吹　将人 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾄ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 洛南高校 11169 林　　善仁 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾄ 高1

ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 11165 西島　由貴 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高1
11163 三宅　英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1
11164 山本　俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 高1

2 アシスト 10069 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2
ｱｼｽﾄ 高校 10073 加藤　裕宗 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 高3

10074 荒木祐太朗 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
10071 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2

3 コナミ北浦和 10292 丸山　　諒 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 10293 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 中3

10296 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高2
10294 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高3

4 北陸大谷高校 10960 森　　隆宏 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 高2
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10958 新木　芳和 ｱﾗｷ ﾖｼｶｽﾞ 高1

10959 森　　勇輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高2
10956 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 高2

5 県立浦和 10247 市川　大貴 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高1
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10249 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2

10245 下平　亮輔 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
10246 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1

6 郡山インター 10137 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 10138 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高1

10134 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2
10135 宗像　真聖 ﾑﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 高2

7 サギヌマＳＣ 10742 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10744 村野　博昭 ﾑﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 高2

10741 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2
10743 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3

8 京都踏水会 11206 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高2
ｷｮｳﾄﾄｳｽｲ 高校 11209 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高3

11208 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3
11205 栗林　洋平 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 福田ＳＣ 11573 吉田　大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 高3

ﾌｸﾀﾞSC 高校 11574 坂井　佑介 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 高2
11576 上坂　和也 ｳｴｻｶ ｶｽﾞﾔ 高3
11575 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高2

2 伊藤ＳＳ 11522 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｲﾄｳSS 高校 11523 細川廉太郎 ﾎｿｶﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 高1

11526 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
11525 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高3

3 日大豊山高校 10447 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10446 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高1

10443 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高1
10452 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

4 太成ＳＰ 11337 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀｲｾｲSP       高校 11340 徳元　篤志 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 高3

11338 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高2
11336 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3

5 浜松グリーン 11024 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高2
H.ｸﾞﾘｰﾝ 高校 11023 朝日　　翔 ｱｻﾋ ｼｮｳ 高3

11026 鈴木　基修 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 高2
11022 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高1

6 フジタＤＣ 11499 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高3
ﾌｼﾞﾀDC 高校 11496 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高2

11498 前峠　寛和 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高3
11500 林　　秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10528 小幡　龍介 ｵﾊﾞﾀ ﾘｭｳｽｹ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10525 堺　　亮介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 高1

10534 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高2
10522 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高2

8 山梨学院高校 10872 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10874 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高2

10871 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高2
10873 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 ル・佐倉 10373 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高1

ﾙﾈｻﾝｽｻｸﾗ 高校 10372 井口　明彦 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 高3
10375 森下　雅之 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 高2
10377 野中　大輔 ﾉﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 高1

2 太成学院大高 11240 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11235 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高2

11244 早田　　洸 ﾊﾔﾀ ﾋｶﾙ 高1
11247 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高2

3 ジャパン丸亀 11516 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高3
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 高校 11520 徳田　貴人 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 高3

11518 谷口　将太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 高3
11519 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2

4 豊川高 11122 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11120 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高1

11117 松尾　直弥 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 高3
11123 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1

5 東京ＳＣ 10515 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10517 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 高3

10508 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 中3
10505 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1

6 林　水泳教室 10757 重田　大貴 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 高3
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 高校 10761 中居　敬太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 高2

10758 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高2
10762 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高2

7 多摩ＩＳＣ 10605 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高2
ﾀﾏISC 高校 10604 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

10606 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高2
10611 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高3

8 悠久ＳＣ 10936 長谷川敦史 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 高1
ﾕｳｷｭｳSC 高校 10940 野沢　幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高1

10935 滝沢　啓太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 高2
10934 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   12組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

12組
1 のぼりとＳＣ 棄権

ﾉﾎﾞﾘﾄSC

2 金田ＳＣ 10480 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 中3
ｶﾈﾀﾞSC 10472 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 高1

10469 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高3
10470 金澤　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

3 飛龍高校 10995 松田　晃典 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10993 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高1

10994 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高2
10988 井土　清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 高3

4 イトマン 11264 鈴木　敬三 ｽｽﾞｷ ｹｲｿﾞｳ 高2
ｲﾄﾏﾝ 11251 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 中3

11261 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高2
11252 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

5 イトマン埼玉 10316 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10319 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高2

10321 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
10318 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

6 群馬ＳＳ 10209 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 高3
ｸﾞﾝﾏSS 高校 10207 津金澤雄介 ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高2

10206 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高1
10205 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高1

7 九産大九州高 11565 藤本　勇樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 11563 浅田　大将 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 高2

11562 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 高1
11559 花田　竜亮 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 高2

8 イトマン鯱 11040 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 11044 服部　耕平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 高3

11043 内海　陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高3
11038 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中3

Page: 12/12 Printing: 2006/03/29 13:59:11

群  馬

福  岡

愛  知

加　盟

東  京

静  岡

大  阪

埼  玉

神奈川


