
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.194 男子    400m   リレー   予選   2組 日本記録  3:19.27
13～14歳            大会記録  3:41.57

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 1770 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中3

ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中学 1773 濱村　翔平 ﾊﾏﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 中3
1767 安彦　　直 ｱﾋﾞｺ ﾅｵ 中3
1772 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中3

2 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 1507 木下　涼介 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 中2

1497 小林　竜也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 中3
1501 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 中2

3 国見ＳＣ 155 原田　健登 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 中3
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 中学 152 猪股　亮太 ｲﾉﾏﾀ ﾘｮｳﾀ 中3

158 森口　高靖 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾔｽ 中3
154 齋藤　自快 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｶ 中2

4 かしまＡＺ 1399 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1402 新垣　貴大 ﾆｲｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中3

1381 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中3
1378 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中2

5 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 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
1471 今津　雄貴 ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 中2

6 川崎PS･ｾﾝﾄﾗﾙ 1701 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 中2
ｶﾜｻｷPS･ｾ 中学 1704 柴田慎一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中2

1702 芹澤　　匠 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 中3
1703 芹澤　　力 ｾﾘｻﾞﾜ ﾁｶﾗ 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 2091 益田　崇広 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 中3

2101 平松　広樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中2
2094 森　　寛顕 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 中3

8 桐蔭学園 1789 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3
ﾄｳｲﾝ 中学 1790 小田桐翔一 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｮｳｲﾁ 中3

1788 海平俊太郎 ｳﾐﾋﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中2
1787 下条慎之介 ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 中2

9 新潟燕中 1843 藤田　雄也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 中3
ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ 中学 1842 田野裕太郎 ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 中2

1840 山内　宏泰 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾔｽ 中2
1841 山﨑　脩道 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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 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
1463 山岸　将也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 中2

2 鶴岡ＳＣ 200 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中2
ﾂﾙｵｶSC 中学 198 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 中2

197 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 中2
199 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 中2

3 東住吉ＳＳ 2326 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中1
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 中学 2319 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 中3

2320 中辻　裕太 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 中2
2321 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 中1

4 フィッツＳＣ 1816 花形　　豊 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 1822 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 中2

1818 江花　達也 ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 中1
1824 米倉　佑弥 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾔ 中3

5 金町ＳＣ 988 岡田　　涼 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1000 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 中3

994 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中3
1008 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3

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

7 イトマン札幌 19 宇佐美篤真 ｳｻﾐ ﾄｸﾏ 中3
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 20 菊谷　幸平 ｷｸﾔ ｺｳﾍｲ 中2

29 畠山　景冶 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 中2
24 山田　恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 中2

8 東京ＳＣ 1096 鈴木総一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1056 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中2

1087 那須　駿介 ﾅｽ ｼｭﾝｽｹ 中3
1084 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2

9 カワサキＳＣ 1538 遊見　俊介 ｽｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 中2
ｶﾜｻｷSC 中学 1530 安孫子拓郎 ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 中3

1535 渋谷　明憲 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾉﾘ 中2
1536 小林　史和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶｽﾞ 中2
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