
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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 愛工大名電高 11102 鬼頭　　広 ｷﾄｳ ﾋﾛｼ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 11106 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高1

11099 安藤　秀元 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1
11101 下村　　章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高2

4 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 11327 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高2

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

5 洛南高校 11164 山本　俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 高1
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 11163 三宅　英之 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

11166 中尾　匡利 ﾅｶｵ ﾏｻﾉﾘ 高2
11165 西島　由貴 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高1

6 郡山インター 10138 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高1
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 10133 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高3

10137 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
10134 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 高2

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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 京都外大西高 11174 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高1

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
11178 柱谷　大希 ﾊｼﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 高2
11181 飯島　大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高1

2 かしま道後 11540 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 高2
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ 高校 11542 平野　大介 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2

11538 仁尾　憲治 ﾆｵ ｹﾝｼﾞ 高1
11537 原井川晶悟 ﾊﾗｲｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 高1

3 初芝 11223 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 11222 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

11224 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高2
11225 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高1

4 青森東高校 10021 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 高1
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ 高校 10024 髙附　将人 ﾀｶﾂｷ ﾏｻﾄ 高2

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

5 枚方ＳＳ 11299 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 11303 増居　智大 ﾏｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 中3

11297 森田　聖也 ﾓﾘﾀ ｾｲﾔ 高2
11298 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高1

6 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 10357 打越　　武 ｳﾁｺｼ ﾀｹｼ 中3

10355 志母谷慶司 ｼﾎﾞﾔ ｹｲｼﾞ 高2
10352 宇田川弘徳 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 高1

7 中京大中京高 11068 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 高校 11069 高瀬　雅和 ﾀｶｾ ﾏｻｶｽﾞ 高3

11070 村上　　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 高1
11072 野口　一輝 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高2

8 福田ＳＣ 11575 沼田　俊行 ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 高2
ﾌｸﾀﾞSC 高校 11573 吉田　大地 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 高3

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

スタートリスト

競技No.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ宝塚 11395 浅野　智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

JSSﾀｶﾗﾂﾞ 高校 11394 森　　翔大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1
11393 松山　明憲 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 高3
11396 浅野　道啓 ｱｻﾉ ﾐﾁﾋﾛ 高2

2 ＳＭＳＴ 10585 ﾁｭﾝｸﾞｻﾝ･ｳｰ ﾁｭﾝｸﾞ ｻﾝ･ｳｰ 高1
SMST 10583 ｶﾐﾔﾘｭｳﾀﾛｳ ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中2

10584 ｽｽﾞｷｷﾞｮｳ ｽｽﾞｷ ｷﾞﾖｳ 高2
10582 ｶﾅｻﾞﾜﾏﾓﾙ ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 中3

3 秋田商業 10097 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1
ｱｷｼｮｳ 高校 10098 堀岡　寛史 ﾎﾘｵｶ ﾋﾛｼ 高2

10096 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
10099 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3

4 マリン江北 10633 早坂　将輝 ﾊﾔｻｶ ﾏｻｷ 高2
ﾏﾘﾝｺｳﾎｸ 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
10631 清水　雄山 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 高3

5 アクラブ堀之 10558 片岡　史登 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾄ 高3
AQLUB H 高校 10561 早川　　翔 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳ 高2

10559 山名　　佑 ﾔﾏﾅ ﾕｳ 高2
10560 新田　大将 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2

6 敦賀高校 10976 一ツ矢将太 ﾋﾄﾂﾔ ｼｮｳﾀ 高2
ﾂﾙｶﾞｺｳｺｳ 高校 10978 田代　純也 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 高1

10979 白崎　和也 ｼﾛｻｷ ｶｽﾞﾔ 高1
10977 山本誠一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 高1

7 東北学院 10043 佐藤　道学 ｻﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 高2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝｺｳｺ 高校 10047 杉田　暁彦 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋｺ 高1

10046 新沼　昌平 ﾆｲﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 高2
10042 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高1

8 ＪＳＳ八王子 10670 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 10665 佐藤　寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高2

10662 横倉　唯史 ﾖｺｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 高2
10669 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 県立浦和 10249 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2

ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10246 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1
10250 成田　匡孝 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 高2
10248 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高2

2 桜泳会ＳＳ 11431 藤村　侑司 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 高3
ｵｳｴｲｶｲSS 高校 11432 堀谷　雅人 ﾎﾘﾀﾆ ﾏｻﾄ 高3

11430 村上ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｪｰﾑｽ 高1
11435 吉川　堅一 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 高2

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

10420 大門　裕貴 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳｷ 高1
10419 染谷　勇貴 ｿﾒﾔ ﾕｳｷ 高2

4 アーデル 10366 村野　遼太 ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 高2
ｱｰﾃﾞﾙ 10367 飯塚　大樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 高2

10368 廣瀬　正明 ﾋﾛｾ ﾏｻｱｷ 中3
10365 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高2

5 大垣商高 11149 野村　陵太 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高2
ｵｵｶﾞｷｼｮｳ 高校 11143 安藤　　巧 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高2

11145 西村　　真 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 高2
11147 田中堅二郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高3

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

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

7 ル・いわき 10152 蛭田　尚宏 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ﾙ･ｲﾜｷ 10153 武藤　　遼 ﾑﾄｳ ﾘｮｳ 高1

10155 藁谷　直将 ﾜﾗｶﾞｲ ﾅｵﾏｻ 中3
10154 藁谷　庄平 ﾜﾗｶﾞｲ ｼｮｳﾍｲ 高1

8 ｻﾝｹｲST 11331 原本　浩平 ﾊﾗﾓﾄ ｺｳﾍｲ 高3
ｻﾝｹｲ･ｴｽ･ 高校 11330 吉本　剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高3

11333 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
11329 奥田　樹生 ｵｸﾀﾞ ﾐｷｵ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 長野日大高 10887 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 10888 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高2
10889 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高2
10890 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1

2 サギヌマＳＣ 10743 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10746 北澤　直人 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 高3

10741 江口　恭平 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 高2
10742 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高3

3 ロンド・ＳＳ 10554 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 高1
ﾛﾝﾄﾞ･SS 10553 高橋　亮太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 中3

10556 林　　佑紀 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 高1
10552 押川　　諒 ｵｼｶﾜ ﾘｮｳ 高2

4 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 11519 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2

11517 森　　崇晃 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 高2
11518 谷口　将太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 高3

5 神奈中ＳＳ 10788 金田　義憲 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 高2
ｶﾅﾁｭｳSS 10789 市川　真吾 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ 中3

10787 関野　義秀 ｾｷﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 高1
10790 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

6 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 10287 小田桐優太 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 高3

10290 矢部　達也 ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 高3
10288 渡辺　太貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 高1

7 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 10296 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高2

10293 丸山　省吾 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 中3
10294 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高3

8 山形中央高校 10131 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ 高1
ﾔﾏﾁｭｳｵｳ 高校 10130 小林　弘希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 高1

10129 小川　龍馬 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾏ 高2
10132 松田　和己 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 エイブル岡山 11490 鳴坂　侑祐 ﾅﾙｻｶ ﾕｳｽｹ 高1

ｴｲﾌﾞﾙｵｶﾔ 高校 11487 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高1
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

2 ＪＳＳ北神戸 11420 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高2
JSSｷﾀｺｳﾍ 11415 坂元　宏彰 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 中3

11418 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
11414 河村　拓実 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 高3

3 埼玉栄 10254 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10251 塩野　　直 ｼｵﾉ ﾅｵ 高3

10258 池谷　龍介 ｲｹﾔ ﾘｭｳｽｹ 高2
10257 川島　和也 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾔ 高2

4 京都踏水会 11208 山本　哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3
ｷｮｳﾄﾄｳｽｲ 高校 11209 上田　　啓 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 高3

11205 栗林　洋平 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 高2
11206 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高2

5 市川高校 11355 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11358 巽　　一晃 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 高1

11356 青木　俊明 ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 高2
11360 藤本　大雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高2

6 和歌山北高校 11447 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11449 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高2

11443 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
11446 出口　慎也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高1

7 会津インター 10142 斎藤　貴史 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 高2
ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ 高校 10140 原田　辰徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 高2

10141 佐野　久典 ｻﾉ ﾋｻﾉﾘ 高1
10143 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高2

8 柏洋・柏 10387 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高1
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 10386 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 中3

10391 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 中3
10393 和田　高大 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 市立尼崎高校 11348 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高2

ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11352 濱石　　翔 ﾊﾏｲｼ ｼｮｳ 高2
11350 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高2
11343 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高2

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

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

3 太成学院大高 11247 堀部光氏良 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11240 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高2

11237 高岸　良昌 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 高1
11243 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高2

4 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 高校 10065 木村　　隼 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高2

10064 保田　　亮 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高2
10062 新沼　大知 ﾆｲﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 高2

5 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂﾂﾑｷﾞ 10169 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高1
Wﾒｲﾂﾂﾑｷﾞ 10171 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高1

10167 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 中1
10170 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高1

6 ダッシュ三条 10946 諸橋　辰徳 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 高3
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 10947 蝶名林新也 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 中2

10948 平松　翔伍 ﾋﾗﾏﾂ ｼｮｳｺﾞ 高2
10945 関谷　和明 ｾｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 高1

7 東京ドーム 10618 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高2
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 10621 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高2

10619 奥脇　正教 ｵｸﾜｷ ﾏｻﾉﾘ 高2
10622 柳原　宣彦 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 高2

8 東北高校 10055 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2
ﾄｳﾎｸｺｳ 高校 10052 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3

10054 湯村健太郎 ﾕﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
10049 岩崎　隼人 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 高3

Page: 7/12 Printing: 2006/03/30 12:37:25

東  京

宮  城

加　盟

大  阪

宮  城

茨  城

新  潟

兵  庫

山  梨



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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 ＣＡＣ勝田台 10362 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高1

CACｶﾂﾀﾀﾞｲ 10364 松坂　和哉 ﾏﾂｻｶ ｶｽﾞﾔ 中3
10363 篠岡　亮太 ｼﾉｵｶ ﾘｮｳﾀ 高2
10361 三島　義皓 ﾐｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 高3

2 アクシー巻 10942 渡辺　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 中3
ｱｸｼｰMAKI 10944 北川　直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 高1

10943 内藤　紀之 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 高1
10941 小林　頌之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 高1

3 イトマン大宮 10273 堀江康太郎 ﾎﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 高2
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10272 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中3

10267 遠藤　龍一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 高2
10268 荒井　秀丈 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄﾓ 高2

4 日大三島 10983 渡辺　英士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 10985 矢吹　将人 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾄ 高3

10984 渡辺　裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 高3
10982 手老　大智 ﾃﾛｳ ﾀﾞｲﾁ 高2

5 東急たまがわ 10574 伴　陽一郎 ﾊﾞﾝ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高3
Tﾀﾏｶﾞﾜ 10573 大川　悠太 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾀ 高2

10571 小方　　聡 ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 中3
10572 小堀　恭平 ｺﾎﾞﾘ ｷｮｳﾍｲ 高2

6 ル・佐倉 10377 野中　大輔 ﾉﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ﾙﾈｻﾝｽｻｸﾗ 高校 10376 青木　一義 ｱｵｷ ｶｽﾞﾖｼ 高2

10373 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高1
10372 井口　明彦 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 高3

7 よみうりＳＳ 11274 元山　俊輔 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 高3
ﾖﾐｳﾘSS 高校 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
11273 坂下　剛哉 ｻｶｼﾀ ﾀｸﾔ 高3

8 ＳＵＮ姫路 11405 砥堀　裕司 ﾄﾎﾘ ﾕｳｼﾞ 高3
SUNﾋﾒｼﾞ 高校 11402 永坂　真也 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾝﾔ 高2

11403 小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高3
11404 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 のぼりとＳＣ 10783 北畑　　涼 ｷﾀﾊﾀ ﾘｮｳ 高3

ﾉﾎﾞﾘﾄSC 高校 10781 町田　　悠 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳ 高2
10782 町田　　洵 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 高3
10779 大石　清史 ｵｵｲｼ ｷﾖｼ 高3

2 伊藤ＳＳ 11526 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2
ｲﾄｳSS 高校 11522 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

11525 新井　祐輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 高3
11527 濱田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

3 九産大九州高 11564 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 11567 入江　一気 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 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

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10531 西村　直紘 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 高1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10522 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高2

10533 村松　弘基 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中3
10524 坂本　　嵩 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 高1

5 日大藤沢 10722 周東啓二郎 ｼｭｳﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10716 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高1

10719 菊田　　力 ｷｸﾀ ﾂﾄﾑ 高3
10718 野村　勇太 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 高3

6 イトマン鯱 11038 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中3
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 11042 浅井　　駿 ｱｻｲ ｼｭﾝ 高1

11040 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高2
11043 内海　陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高3

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 11066 澤田　将宏 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

11060 磯部　泰行 ｲｿﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 高3
11061 近藤　大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高2

8 ニスポ元住吉 10829 熊切　　頌 ｸﾏｷﾘ ｼｮｳ 高3
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 10831 野中　翔太 ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 中2

10827 加藤　寛樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
10828 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 アシスト 10069 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高2

ｱｼｽﾄ 高校 10071 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2
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

2 フジタＤＣ 11500 林　　秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高2
ﾌｼﾞﾀDC 高校 11499 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高3

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

3 西城陽高校 11194 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11198 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高1

11192 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
11200 八木　祐輔 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 高2

4 イトマン 11257 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 11263 品川　拓也 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高2

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 群馬ＳＳ 10204 今泉　裕太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 高3
ｸﾞﾝﾏSS 高校 10205 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高1

10206 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高1
10209 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 高3

6 日大豊山高校 10443 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10452 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2

10448 水口　佳明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 高2
10444 溝井　　巧 ﾐｿﾞｲ ﾀｸﾐ 高2

7 豊田ＳＳ 11079 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 高1
ﾄﾖﾀSS 高校 11080 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高1

11083 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2
11081 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高2

8 日大高 10697 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10699 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高3

10695 乙幡　夏輝 ｵﾂﾊﾀ ﾅﾂｷ 高1
10709 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 浜松グリーン 11022 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高1

H.ｸﾞﾘｰﾝ 高校 11024 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高2
11026 鈴木　基修 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 高2
11025 福田　　隼 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高1

2 飛龍高校 10988 井土　清貴 ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10989 廻立　直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高3

11001 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高2
11004 有賀　大樹 ｱﾘｶﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ 高3

3 ＮＥＣＧＳＴ 10748 見城　　理 ｹﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 高2
NECGST 高校 10749 原　　辰也 ﾊﾗ ﾀﾂﾔ 高2

10750 松下　淳司 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 高2
10751 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高2

4 イトマン埼玉 10321 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高1
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10320 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3

10318 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3
10316 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

5 太成ＳＰ 11336 本田　　陸 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸ 高3
ﾀｲｾｲSP       高校 11338 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高2

11337 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
11339 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高2

6 多摩ＩＳＣ 10611 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高3
ﾀﾏISC 高校 10605 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高2

10606 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高2
10604 篠崎　裕介 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

7 イトマン前橋 10236 小野里卓哉 ｵﾉｻﾞﾄ ﾀｸﾔ 高1
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 10233 高橋　秀門 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 中3

10240 林　　裕也 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高2
10237 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3

8 日本文理高校 10905 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10904 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3

10906 倉崎　直人 ｸﾗｻｷ ﾅｵﾄ 高3
10908 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 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.194 男子    400m   リレー   予選   12組 日本記録  3:20.60
ＣＳ                大会記録  3:23.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

12組
1 林　水泳教室 10758 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高2

ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 高校 10761 中居　敬太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 高2
10757 重田　大貴 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 高3
10762 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高2

2 金田ＳＣ 10467 井筒　　嵩 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10470 金澤　翔一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 高3

10469 金田　和也 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高3
10479 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 高1

3 鶴岡ＳＣ 10115 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳ 高2
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 10114 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 中3

10108 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高2
10105 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高2

4 豊川高 11113 及部　博章 ｵﾖﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11123 柳　　雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1

11122 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1
11115 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高2

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

10509 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3
10505 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高1

6 悠久ＳＣ 10932 佐藤　喬樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 高2
ﾕｳｷｭｳSC 高校 10938 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2

10931 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高2
10934 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1

7 コスパ瓢箪山 11321 大浜　慎也 ｵｵﾊﾏ ｼﾝﾔ 高1
COSPA 高校 11320 山本　隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高3

11316 金子　洋介 ｶﾈｺ ﾖｳｽｹ 高1
11313 安藤　　雅 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 高2

8 北陽 11231 四宮　礼貴 ｼﾉﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 高2
ﾎｸﾖｳ 高校 11230 泉　　和樹 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高2

11229 杉江　良太 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳﾀ 高2
11227 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高1
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