
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.192 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:20.60
13～14歳            大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン札幌 40 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 中2
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 38 宇佐美篤真 ｳｻﾐ ﾄｸﾏ 中2

41 菊谷　幸平 ｷｸﾔ ｺｳﾍｲ 中1
44 吉田　雄太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2

4 岡崎竜城ＳＣ 2494 田端倫太郎 ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2487 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中1

2496 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 中2
2497 柳　　亮平 ﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1129 高橋　拓人 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ 中2
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 中学 1139 武藤　惇孝 ﾑﾄｳ ｱｷﾕｷ 中2

1120 河野　　航 ｺｳﾉ ﾜﾀﾙ 中2
1138 渡邉　優磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中1

6

7

8
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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.192 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:20.60
13～14歳            大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＭＹＳ国立 1280 増田　港太 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 中1

MYSｸﾆﾀﾁ 中学 1283 竹内　良介 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 中2
1278 小山　和淳 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 中2
1285 有村　拓也 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 中2

2 ｲﾄﾏﾝﾚｵ愛川 2177 池之嶌大輔 ｲｹﾉｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中2
ﾚｵｱｲｶﾜ 中学 2172 佐藤　剛士 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 中1

2175 上原元一郎 ｳｴﾊﾗ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 中2
2173 児玉　佳祐 ｺﾀﾞﾏ ｹｲｽｹ 中2

3 瀬戸内屋島 3403 島　　　聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中2
ｾﾄｳﾁﾔｼﾏ 中学 3400 三木　寿人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 中2

3401 植田　拓実 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ 中2
3402 田中　智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 中1

4 金町ＳＣ 1269 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1252 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中2

1260 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 中2
1247 岡田　　涼 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 中1

5 鶴岡ＳＣ 281 本村　貴紀 ﾎﾝﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 中2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 中学 275 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中2

267 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中1
276 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 中2

6 帯広ＳＳ 32 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 中2
ｵﾋﾞﾋﾛｴｽｴ 中学 36 森　　秀輔 ﾓﾘ ｼｭｳｽｹ 中2

34 山川　元希 ﾔﾏｶﾜ ｹﾞﾝｷ 中2
37 鈴木　友也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 中2

7 ライブ将監 215 足立　琢也 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾔ 中2
ﾗｲﾌﾞ 中学 216 武田　雄貴 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 中1

214 斉藤　智志 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 中1
213 山浦　大輝 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾛｷ 中2

8

Page: 2/4 Printing: 2006/03/30 12:35:25

加　盟

東  京

山  形

北海道

宮  城

東  京

神奈川

香  川



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.192 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:20.60
13～14歳            大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 2186 濱村　翔平 ﾊﾏﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 中2

ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中学 2185 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 中2
2180 安彦　　直 ｱﾋﾞｺ ﾅｵ 中2
2182 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中2

2 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 2615 益田　崇広 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2

2624 平松　広樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中1
2617 森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 中2

3 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 1782 小田桐翔一 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 中2

1779 嘉山　元気 ｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 中2
1778 下条慎之介 ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 中1

4 群馬渋川ＳＳ 522 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 中2
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 中学 520 山口　祐太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 中2

523 木暮　嘉人 ｷｸﾞﾚ ﾖｼﾄ 中2
521 黛　　和希 ﾏﾕｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 中2

5 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 472 増渕　尋紀 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ 中2

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

6 林　水泳教室 1798 須田　智博 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 中2
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 中学 1797 小菅倖太朗 ｺｽｹﾞ ｺｳﾀﾛｳ 中1

1799 足立　寛幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 中2
1795 山岸　将也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 中1

7 岐阜西ＳＣ 2693 伊藤　祐貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 中2
ｷﾞﾌﾆｼsc 中学 2696 近藤　海玄 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 中2

2701 船曳　竣也 ﾌﾅﾋﾞｷ ｼｭﾝﾔ 中2
2698 高野　静月 ﾀｶﾉ ｼﾂﾞｷ 中2

8 東京ＤＣ駒沢 1583 若林　良平 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 中2
DCｺﾏｻﾞﾜ 中学 1581 横山　修二 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 中1

1585 中村　征司 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ 中2
1580 一丸慎太郎 ｲﾁﾏﾙ ｼﾝﾀﾛｳ 中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.192 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:20.60
13～14歳            大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＯＫＳＳ 3426 表原　　周 ｵﾓﾃﾊﾗ ｼｭｳ 中2

OKSS 中学 3421 河野　潤樹 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｷ 中2
3420 安村　亜洲 ﾔｽﾑﾗ ｱｼｭｳ 中2
3424 多留見将成 ﾀﾙﾐ ﾏｻｼｹﾞ 中2

2 ダッシュ新潟 2302 近藤　昌智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 中2
Dﾆｲｶﾞﾀ 中学 2301 永井　勇祐 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 中2

2303 森　　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 中2
2305 田辺　龍一 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 中2

3 イトマン館林 545 篠原　　壮 ｼﾉﾊﾗ ｿｳ 中2
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 中学 540 轟　　哲也 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾃﾂﾔ 中1

557 平野　　拓 ﾋﾗﾉ ﾀｸ 中2
548 新川　恭平 ｱﾗｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 中2

4 マリン江北 1658 風間　海人 ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ 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

1657 大島　秀一 ｵｵｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 中2
1655 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中2

5 イトマン埼玉 833 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 中学 822 吉村　寿人 ﾖｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 中1

840 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 中2
823 栗原　弘行 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 中1

6 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

7 パルワカヤマ 3254 宮本　大地 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 中2
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 中学 3257 中谷　尚樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ 中2

3256 山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 中2
3255 宮本　陽介 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ 中2

8 アクラブ藤沢 棄権
AQLUB FJ
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