
第29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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 京都踏水会 3007 川津　久志 ｶﾜﾂﾞ ﾋｻｼ 中2
ｷｮｳﾄﾄｳｽｲ 中学 3008 中嶋　亮互 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 中2

3006 上田　雄太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 中2
3004 雨林　祥吾 ｳﾘﾝ ｼｮｳｺﾞ 中2

3 KONAMI五香 1157 二葉慎太朗 ﾌﾀﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
ｺﾅﾐｺﾞｺｳ 中学 1156 斉藤　俊二 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 中2

1153 山口　直人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 中2
1151 関山　翔太 ｾｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中1

4 ヨコハマＳＣ 2018 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 中1
ﾖｺﾊﾏSC 中学 2024 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 中1

2028 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 中1
2030 栗原　草太 ｸﾘﾊﾗ ｿｳﾀ 中1

5 岡崎竜城ＳＣ 2714 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2716 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 中2

2712 小嶋　崇央 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋｻ 中2
2707 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中2

6 ようどう館 3863 川原　佳明 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ 中2
ﾖｳﾄﾞｳｶﾝ 中学 3861 岡　　直正 ｵｶ ﾅｵﾏｻ 中2

3862 清水　京介 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｽｹ 中2
3865 竹下　豊輝 ﾀｹｼﾀ ﾄﾖｷ 中2

7 群馬渋川ＳＳ 586 阿部　桂祐 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 中2
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 中学 590 金子　裕介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ 中2

588 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 中2
591 原　　寛弥 ﾊﾗ ﾋﾛﾔ 中1
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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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＡＴＳＣ 2340 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 中1

ATSC 中学 2346 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 中1
2341 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 中2
2338 相原　佑亮 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 中1

2 鎌倉ＳＳ 2060 若林　　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 中1
ｶﾏｸﾗSS 中学 2063 西岡　　尚 ﾆｼｵｶ ﾀｶ 中2

2069 齊藤綜一郎 ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2
2067 有木　健人 ｱﾘｷ ｹﾝﾄ 中2

3 イトマン大宮 716 稲冨　一輝 ｲﾅﾄﾐ ｶｽﾞｷ 中1
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 中学 734 野中　隆正 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 中1

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

4 レイＳＣ岡山 3541 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 中1
ﾚｲSCｵｶﾔﾏ 中学 3545 八杉　　奨 ﾔｽｷﾞ ｼｮｳ 中2

3543 川住　　健 ｶﾜｽﾐ ﾀｹｼ 中2
3544 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 中1

5 福島SS保原 401 窪田　健吾 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 中2
FSSH 中学 405 村上　健人 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ 中2

406 渡辺　　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 中2
407 八巻　峻耶 ﾔﾏｷ ｼｭﾝﾔ 中1

6 おざわＳＳ 837 長倉　智史 ﾅｶﾞｸﾗ ｻﾄｼ 中1
ｵｻﾞﾜSS 中学 838 鳴海　　翔 ﾅﾙﾐ ｼｮｳ 中2

836 大越　一樹 ｵｵｺｼ ｶｽﾞｷ 中2
835 河野　　岳 ｺｳﾉ ｶﾞｸ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1899 大河原麗生 ｵｵｶﾜﾗ ﾚｵ 中1
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 中学 1891 指田　晃弥 ｻｼﾀﾞ ｺｳﾔ 中2

1887 横田　一平 ﾖｺﾀ ｲｯﾍﾟｲ 中2
1889 外薗　　貴 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀｯﾄ 中2

8 ブルーア－ス 2416 村松　篤磨 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｸﾏ 中2
ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 中学 2412 金丸　静志 ｶﾈﾏﾙ ｾｲｼﾞ 中1

2421 島　　大輔 ｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中2
2409 荻野　直樹 ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ 中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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東京ＳＣ 1469 伊藤　慶太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 中3

ﾄｳｷｮｳSC 中学 1452 西平　龍生 ﾆｼﾋﾗ ﾘｭｳｷ 中1
1458 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2
1476 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中2

2 島田チャンプ 2625 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 中1
ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ 中学 2626 長谷川雄矢 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 中2

2624 寺岡佑太郎 ﾃﾗｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
2628 殿村真之介 ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 中2

3 かしまＡＺ 1883 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1868 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中2

1853 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 中1
1881 山下　　明 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾗ 中2

4 ＢＩＧ東海 2861 福地　勇亮 ﾌｸﾁ ﾕｳｽｹ 中2
BIGﾄｳｶｲ 中学 2858 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 中2

2857 戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 中2
2860 大花　蓮時 ｵｵﾊﾅ ﾚﾝｼﾞ 中1

5 イトマン川崎 2157 寺内　将也 ﾃﾗｳﾁ ﾏｻﾔ 中2
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 中学 2155 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 中1

2160 小林　　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 中1
2156 穴久保　諒 ｱﾅｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 中2

6 高井戸ＳＣ 1420 柳橋　建太 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ｹﾝﾀ 中2
ﾀｶｲﾄﾞSC 中学 1416 岡崎　健斗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ 中2

1417 浅田裕太郎 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
1415 安藤　雅郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 中2

7 フィッツＳＣ 2439 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 中2
ﾌｨｯﾂSC 中学 2432 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 中2

2427 花形　　豊 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 中2
2430 江花　達也 ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 中1

8 カワサキＳＣ 2055 堀江　晃希 ﾎﾘｴ ｺｳｷ 中2
ｶﾜｻｷSC 中学 2053 小林　史和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶｽﾞ 中2

2056 遊見　俊介 ｽｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 中2
2052 渋谷　明憲 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾉﾘ 中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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 田柄ＳＣ 1405 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中1

ﾀｶﾞﾗSC 中学 1401 安田　浩紀 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 中1
1411 清水畑裕亮 ｼﾐｽﾞﾊﾀ ﾕｳｽｹ 中2
1402 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

2 スパジョーヤ 3878 馬場龍之介 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭﾉｽｹ 中1
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 中学 3879 本田　卓也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 中2

3876 永橋　和真 ﾅｶﾞﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中2
3877 山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 中1

3 イトマン札幌 57 鈴木　貴翔 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 中1
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 52 早川　　秀 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ 中2

56 畠山　景冶 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 中2
43 菊谷　幸平 ｷｸﾔ ｺｳﾍｲ 中2

4 能美ＳＣ 2544 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 中1
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 中学 2539 岩田　謙三 ｲﾜﾀ ｹﾝｿﾞｳ 中2

2542 山田　舞斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲﾄ 中1
2541 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 中2

5 名古屋ＳＣ 2691 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 中2
ﾅｺﾞﾔSC 中学 2690 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 中2

2695 小川　勇登 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 中1
2699 前川　智久 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 中2

6 ＪＳＳニホー 3364 長谷川　奨 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 中1
JSSﾆﾎｰ 中学 3369 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 中1

3361 安西　　信 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 中2
3363 池奥　　凌 ｲｹｵｸ ﾘｮｳ 中2

7 伊藤ＳＳ 3667 北山　恵太 ｷﾀﾔﾏ ｹｲﾀ 中2
ｲﾄｳSS 中学 3665 青木　健紘 ｱｵｷ ﾀｹﾋﾛ 中2

3668 北山　翔太 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中2
3664 西桶　正倫 ﾆｼｵｹ ﾏｻﾐﾁ 中1

8 イトマン越谷 1017 川上雄司郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｼｶﾞ 中学 1011 磯　　直人 ｲｿ ﾅｵﾄ 中2

1016 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 中2
1015 市川　悠介 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ 中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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＢＳＳ古賀 3775 川上　倖史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 中2

BSSｺｶﾞ 中学 3769 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 中1
3772 上村　光平 ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中2
3770 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 中1

2 桐蔭学園 2396 秋本　琢郎 ｱｷﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 中1
ﾄｳｲﾝ 中学 2397 大矢　峻平 ｵｵﾔ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中2

2398 天神　　翼 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ 中1
2395 下条慎之介 ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 中2

3 イトマン京都 3040 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 中1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 3039 浅野　舜弥 ｱｻﾉ ｼｭﾝﾔ 中1

3042 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 中2
3034 戸倉奈生斗 ﾄｸﾗ ﾅｵﾄ 中1

4 オーシャン 2115 亀ノ上僚仁 ｶﾒﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 中2
ｵｰｼｬﾝSS 中学 2120 塚越　涼平 ﾂｶｺｼ ﾘｮｳﾍｲ 中2

2114 嘉山　瑞紀 ｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
2118 司馬　　光 ｼﾊﾞ ﾋｶﾙ 中2

5 イ大教いわき 395 泉　　明迪 ｲｽﾞﾐ ｱｷﾐﾁ 中2
ｲﾄﾏﾝｲﾜｷ 中学 390 関口　　徹 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 中2

394 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 中1
399 矢吹　拓郎 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾛｳ 中1

6 KONAMI林間 2010 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 2006 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 中2

2012 木下　涼介 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 中2
2011 福田　将人 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 中1

7 鶴岡ＳＣ 305 佐々木康修 ｻｻｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 中2
ﾂﾙｵｶSC 中学 306 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 中2

304 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 中2
302 岩佐　夏樹 ｲﾜｻ ﾅﾂｷ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 1081 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 1070 丸橋　侑生 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ 中2

1072 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 中2
1074 杉嵜　　凌 ｽｷﾞｻｷ ﾘｮｳ 中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.140 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:33.51
１３～１４歳        大会記録  3:54.42

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ＫＳＧ九産大 3749 菅　　卓也 ｽｶﾞ ﾀｸﾔ 中1

KSGｷｭｳｻﾝ 中学 3747 佐藤龍之介 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
3751 北岡　直樹 ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ 中2
3752 野崎　達也 ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 中2

2 ＳＡ柏崎 2497 佐野　佑樹 ｻﾉ ﾕｳｷ 中2
SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 2498 村山　訓亮 ﾑﾗﾔﾏ ｸﾆｱｷ 中2

2502 和田　康宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 中2
2501 堀田健一郎 ﾎｯﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中1

3 アクラブ藤沢 1980 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 中2
AQLUB FJ 中学 1979 渡辺　　将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 中2

1974 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 中2
1972 今津　雄貴 ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 中2

4 イトマン東海 2679 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 中学 2680 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 中1

2681 森　　亮文 ﾓﾘ ｱｷﾌﾐ 中2
2684 縄田　拓海 ﾅﾜﾀ ﾀｸﾐ 中1

5 大館ＳＳ 266 畠山　　理 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ 中2
ｵｵﾀﾞﾃSS 中学 265 奈良　一磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 中2

261 沓澤　　遼 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中2
264 田村　光貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 中2

6 平針ＳＳ 2854 平松　広樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2848 森島　旭希 ﾓﾘｼﾏ ｱｻｷ 中2

2850 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 中2
2846 間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ横須賀 2181 増田　　憲 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 中2
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 中学 2186 齋藤　正広 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中2

2177 小野寺皇稀 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｷ 中2
2178 菅谷　資司 ｽｶﾞﾔ ﾓﾄｼﾞ 中2

8 津田大山田 2891 岩田　伊織 ｲﾜﾀ ｲｵﾘ 中1
ﾂﾀﾞｵｵﾔﾏﾀ 中学 2895 水谷　将吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 中2

2893 種村　郁哉 ﾀﾈﾑﾗ ﾌﾐﾔ 中2
2890 伊藤　　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 中1
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三  重

加　盟

愛  知

秋  田

愛  知

神奈川

福  岡

新  潟

神奈川


