
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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 和歌山北高校 11126 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11134 秦野　健人 ﾊﾀﾉ ﾀｹﾋﾄ 高2

11133 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
11124 西畑　顕斗 ﾆｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 高1

4 長岡大手 10716 長谷川敦史 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 10719 野沢　幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高2

10714 西方　雄大 ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
10715 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

5 長野日大高 10700 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高3
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10701 市川　諒太 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高2

10703 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
10702 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高3

6 愛工大名電高 10860 松倉　圭佑 ﾏﾂｸﾗ ｹｲｽｹ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 10864 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2

10862 中島　舞人 ﾅｶｼﾏ ﾏｲﾄ 高2
10859 下村　　章 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳ 高3

7 北陸大谷高校 10752 森　　隆宏 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10748 奥山　　諒 ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 高3

10751 森　　勇輔 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 高3
10753 竹内　健悟 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ 高3

8

9

10
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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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 佐賀商業高校 11232 宮島総一朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 11235 松本　真幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高3
11234 松尾　昇平 ﾏﾂｵ ｼｮｳﾍｲ 高3
11233 坂本　章記 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 高1

2 県立浦和 10178 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10179 和賀　祐樹 ﾜｶﾞ ﾕｳｷ 高1

10177 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高3
10174 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高2

3 ＪＳＳエビス 11044 奥尾　祐輔 ｵｸｵ ﾕｳｽｹ 高3
JSSｴﾋﾞｽ 高校 11041 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 高2

11040 小西　　遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高3
11039 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高3

4 東北学院 10030 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高2
ｶﾞｸｲﾝ 高校 10032 斎　　　崇 ｻｲ ﾀｶｼ 高3

10033 新関　尚史 ﾆｲｾﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 高2
10031 佐藤　道学 ｻﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 高3

5 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 11013 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 11015 木村　　拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ 高2

11016 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1
11014 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高2

6 御幸ヶ原ＳＳ 10131 森　　照太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 10126 岡田　哲哉 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 中3

10132 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 中3
10134 髙野　　謙 ﾀｶﾉ ｹﾝ 中3

7 ＭＹＳ国立 10390 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中1
MYSｸﾆﾀﾁ 10389 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 高3

10388 有村　拓也 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 中3
10385 小山　和淳 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3

8 桐蔭学園高校 10569 姉崎　　弦 ｱﾈｻﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 高3
ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高校 10574 待井　大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 高2

10567 江見　正矩 ｴﾐ ﾏｻﾉﾘ 高2
10568 山野井　駿 ﾔﾏﾉｲ ｼｭﾝ 高3

9 京都外大西高 10915 安田　昌弘 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 10926 和佐田勝久 ﾜｻﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 高3

10927 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1
10923 大塚　政幸 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 高1

10 市尼崎高 11064 長藤　繁樹 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 11060 須賀　大輔 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 高3

11067 堀川　淳司 ﾎﾘｶﾜ ｱﾂｼ 高3
11055 鎌倉　雅人 ｶﾏｸﾗ ﾏｻﾄ 高3
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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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＫＳＧマキ 11209 甲斐　敬浩 ｶｲ ﾀｶﾋﾛ 高1

KSG ﾏｷ 11207 宮地　　諒 ﾐﾔﾁ ﾘｮｳ 中3
11212 日高　誠大 ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ 高2
11211 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高3

2 ＪＳＳ長岡 10729 大竹　貴也 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾔ 中3
JSSﾅｶﾞｵｶ 10726 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高2

10728 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 高1
10724 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高2

3 山梨学院高校 10688 原　　能成 ﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 高2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 10689 山﨑　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高3

10690 長田　修一 ｵｻﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 高1
10687 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10429 福崎　敬祐 ﾌｸｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10420 坂本　　嵩 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 高2

10428 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3
10425 西村　直紘 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 高2

5 イトマン埼玉 10232 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高校 10237 石井　　光 ｲｼｲ ﾋｶﾙ 高3

10233 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
10240 大林　一樹 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 高2

6 豊川高 10870 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 10875 冨田　尚弥 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 高2

10878 堀畑　裕也 ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ 高1
10868 寺西　謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高3

7 KONAMI林間 10601 伊与部　嵩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ 高1
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 10605 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高2

10603 高橋　昌広 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 高2
10602 菊間　亮平 ｷｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ 高2

8 西城陽高校 10935 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 10936 島田　良祐 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高3

10932 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2
10931 山田　浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

9 世田谷ＳＳ 10498 山田　泰士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 高3
ｾﾀｶﾞﾔSS 高校 10496 橋本　悠佐 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高3

10499 太田　　集 ｵｵﾀ ｼｭｳ 高2
10497 佐瀬　隼平 ｻｾ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高2

10 群馬ＳＳ 10137 斎藤　拓之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 中3
ｸﾞﾝﾏSS 10142 津金澤雄介 ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3

10141 鳥羽　美邦 ﾄﾘﾊﾞ ﾖｼｸﾆ 高2
10138 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高2
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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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 金田ＳＣ 10382 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

ｶﾈﾀﾞSC 高校 10375 細矢　宏星 ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 高2
10372 岡　　純平 ｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
10381 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 高2

2 多摩ＩＳＣ 10481 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3
ﾀﾏISC 高校 10479 橋詰　　貴 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 高2

10483 小林　京大 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾀ 高3
10482 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3

3 中京大中京高 10835 内藤　　智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 高1
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 10836 服部　敏幸 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ 高1

10830 楯　　　悟 ﾀﾃ ｻﾄﾙ 高2
10827 舘　　祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高3

4 湘南工大附 10559 中須　雅和 ﾅｶｽ ﾏｻｶｽﾞ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 10562 牧田　将希 ﾏｷﾀ ﾏｻｷ 高3

10557 高橋翔太朗 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2
10563 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3

5 太成ＳＰ 11046 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 11047 森　　匡平 ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 高2

11048 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3
11049 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

6 太成学院大高 10966 氏林　倭人 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 10960 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

10969 早田　　洸 ﾊﾔﾀ ﾋｶﾙ 高2
10971 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3

7 柏洋・柏 10292 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 10296 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 高1

10295 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高2
10290 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

8 県和歌山商業 11137 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高2
ｹﾝﾜｼｮｳ 高校 11135 岡本　崇敬 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高2

11138 立石　　亮 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ 高2
11136 松原　将太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 高3

9 林水泳教室 10591 緒方　　隆 ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳ 高3
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 高校 10594 中居　敬太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 高3

10593 大木　佑馬 ｵｵｷ ﾕｳﾏ 高1
10595 矢野　駿貴 ﾔﾉ ｼｭﾝｷ 高1

10 豊田ＳＳ 10843 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高2
ﾄﾖﾀSS 高校 10845 尾園　政輝 ｵｿﾞﾉ ﾏｻｷ 高3

10846 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高3
10844 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高3
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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.154 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:35.22
ＣＳ                大会記録  3:49.26

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 日体荏原 10362 川口　智大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 高2

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 10363 大澤　大地 ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 高2
10360 上田　正道 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 高1
10361 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1

2 イトマン横浜 10657 間島　　翼 ﾏｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 高2
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高校 10661 馬渡　貴志 ﾏﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 高2

10662 鈴木　　遼 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 高3
10660 大川　　良 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳ 高2

3 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 10098 加藤　由浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 高2
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 高校 10101 高島　俊樹 ﾀｶｼﾏ ﾄｼｷ 高1

10102 篠崎　友平 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 高2
10099 岩田　　翔 ｲﾜﾀ ｼｮｳ 高2

4 伊藤ＳＳ 11176 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾄｳSS 高校 11177 細川廉太郎 ﾎｿｶﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 高2

11179 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3
11181 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

5 日大豊山 10358 高橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10359 山田　浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2

10357 広瀬　勇気 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 高2
10353 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

6 イトマン 10992 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 10983 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 高1

10991 藤原　賢二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 高2
10984 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

7 東京ＳＣ 10401 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 高校 10412 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1

10410 中山　武久 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ 高1
10407 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

8 ル・幕張 10299 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 10302 矢部翔太郎 ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2

10301 森下　雅之 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 高3
10300 小山　翔平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高2

9 ＮＩＳＰＯ 11080 大村　　健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 高2
NISPO 11082 野口　　匠 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 中3

11078 高田　寛幸 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 中3
11083 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 高2

10 アシスト 10043 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高3
ｱｼｽﾄ 高校 10052 日下　陽介 ｸｻｶ ﾖｳｽｹ 高1

10046 荒木祐太朗 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
10045 伊藤　遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高2
Page: 5/5 Printing: 2006/08/29 15:26:20

宮  城

加　盟

大  阪

東  京

千  葉

兵  庫

神奈川

茨  城

香  川

東  京

東  京


