
第29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.153 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:35.22
13～14歳            大会記録  4:03.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 なめしＳＣ 2875 藏本　渉太 ｸﾗﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中2

ﾅﾒｼｴｽｼｰ 中学 2874 馬場誠士朗 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｼﾛｳ 中2
2872 溝田拳四郎 ﾐｿﾞﾀ ｹﾝｼﾛｳ 中2
2873 森　　　馨 ﾓﾘ ｶｵﾙ 中3

2 金町ＳＣ 994 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 中学 987 浦上　雄豪 ｳﾗｶﾐ ﾕｳｺﾞｳ 中3

997 沼尾　夏輝 ﾇﾏｵ ﾅﾂｷ 中1
1008 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3

3 稲毛インター 813 北村　将貴 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 中3
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 809 岡野　宇宙 ｵｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 中3

811 池田　大騎 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中3
810 佐藤光太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 中3

4 アクラブ藤沢 1476 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 中2
AQLUB FJ 中学 1475 渡辺　　将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 中2

1473 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 中2
1474 清水　将登 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中2

5 イトマン大宮 497 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中3
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 496 野中　隆正 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 中1

495 豊田　真士 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵﾄ 中2
485 吉越　康樹 ﾖｼｺﾞｴ ｺｳｷ 中2

6 岡崎竜城ＳＣ 2012 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2011 沖田　浩俊 ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ 中3

2014 内藤　久善 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾖｼ 中3
2010 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 787 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 783 丸橋　侑生 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ 中2

785 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 中2
786 木下　　将 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 中3

8 林水泳教室 1465 須田　智博 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 中3
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 中学 1463 山岸　将也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 中2

1468 明石　　昇 ｱｶｼ ﾉﾎﾞﾙ 中1
1466 足立　寛幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 中3

9 イトマン西神 2558 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 中3
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 中学 2565 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 中2

2566 土井　大輔 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 中3
2559 高瀬晋太郎 ﾀｶｾ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 KONAMI林間 1505 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1497 小林　竜也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 中3
1507 木下　涼介 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 中2
1501 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 中2

2 のぼりとＳＣ 1523 福田　晋也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 中2
ﾉﾎﾞﾘﾄSC 中学 1522 垣内　将隆 ｶｷｳﾁ ﾏｻﾀｶ 中1

1524 落合　勇人 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 中3
1525 鈴木　和樹 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 中3

3 多摩ＩＳＣ 1269 設楽　俊太 ｼﾀﾗ ｼｭﾝﾀ 中3
ﾀﾏISC 中学 1265 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 中3

1267 若林　昌平 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 中3
1266 坂本　貴裕 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 中3

4 東京ＳＣ 1087 那須　駿介 ﾅｽ ｼｭﾝｽｹ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1056 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中2

1084 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2
1096 鈴木総一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 中3

5 かしまＡＺ 1402 新垣　貴大 ﾆｲｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中3
ｶｼﾏAZ 中学 1378 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中2

1381 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中3
1399 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中2

6 新潟燕中 1841 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中3
ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ 中学 1839 熊倉　一哲 ｸﾏｸﾗ ｲｯﾃﾂ 中3

1842 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
1843 藤田　雄也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 中3

7 平針ＳＳ 2096 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2095 森島　旭希 ﾓﾘｼﾏ ｱｻｷ 中2

2091 益田　崇広 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3
2094 森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 中3

8 ＢＩＧ東海 2104 福地　勇亮 ﾌｸﾁ ﾕｳｽｹ 中2
BIGﾄｳｶｲ 中学 2106 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 中2

2105 戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 中2
2103 大花　蓮時 ｵｵﾊﾅ ﾚﾝｼﾞ 中1

9 瀬戸内屋島 2747 島　　　聖 ｼﾏ ｻﾄﾙ 中3
ｾﾄｳﾁﾔｼﾏ 中学 2745 三木　寿人 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 中3

2746 田中　智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 中2
2744 宮脇　恭介 ﾐﾔﾜｷ ｷｮｳｽｹ 中2

10 大館ＳＳ 183 畠山　　理 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ 中2
ｵｵﾀﾞﾃSS 中学 182 奈良　一磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 中2

181 田村　光貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 中2
176 越後　智裕 ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ 中2
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