
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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン王寺 11391 桶谷　佳孝 ｵｹﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 高1
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 高校 11393 篠原　大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 高2

11395 早田　　洸 ﾊﾔﾀ ﾋｶﾙ 高2
11392 高谷　昌延 ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾉﾌﾞ 高3

4 イトマン鯱 10993 伊藤　忠治 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 高1
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 高校 10997 島崎　義崇 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ 高1

10994 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高3
10992 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1

5 長野日大高 10846 田中　耕平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 高2
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10841 市川　諒太 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高2

10844 中村　健吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
10842 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高3

6

7

8
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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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 東京ＳＣ 10483 益田　浩平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

ﾄｳｷｮｳSC 高校 10484 遠藤千賀英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾋﾃﾞ 高3
10493 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1
10488 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

2 長岡大手 10859 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 10861 野沢　幸奨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 高2

10857 西方　雄大 ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
10858 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

3 京都外大西高 11133 井原　健文 ｲﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11135 吉田　昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高1

11139 大塚　政幸 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 高1
11142 飯島　大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高2

4 和歌山北高校 11403 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11401 秦野　健人 ﾊﾀﾉ ﾀｹﾋﾄ 高2

11400 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
11404 鳴瀧　智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1

5 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 10811 太田　貴仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ 中3
ﾚｵｵｶｻﾞｷ 中学 10807 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 中1

10810 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中3
10808 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中3

6 湘南工大附 10679 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 10677 長瀬　孝雄 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｵ 高2

10675 高橋翔太朗 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2
10674 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 高3

7 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10516 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高3
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10509 坂本　　嵩 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 高2

10517 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高3
10520 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ北神戸 11380 山崎　祥平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 高2

JSSｷﾀｺｳﾍ 11381 山田　達史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 中3
11383 浅野　　諭 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 高1
11384 竹内　悠太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 高3

2 鶴岡ＳＣ 10106 田中　恭介 ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 中3
ﾂﾙｵｶSC 10112 小関也朱篤 ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ 中3

10104 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1
10111 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高2

3 県立浦和 10232 市川　大貴 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10237 和賀　祐樹 ﾜｶﾞ ﾕｳｷ 高1

10236 田中　裕志 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 高2
10230 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高2

4 グリーン佐鳴 10982 永田　　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 高1
ｸﾞﾘｰﾝ･S 10984 清水　良祐 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3

10985 平野　良信 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 高2
10983 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 高2

5 守谷インター 10170 村上　峻洋 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 高2
ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ 高校 10168 宮川　雄大 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高1

10169 佐藤　　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 高2
10167 吉原　　悠 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 高2

6 名古屋高 11019 寺本　翔平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 11022 筒井　和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 高2

11020 七原　　翼 ﾅﾅﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 高2
11015 近藤　大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高3

7 愛工大名電高 11062 松浦　寛文 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 11066 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2

11065 中島　舞人 ﾅｶｼﾏ ﾏｲﾄ 高2
11059 安藤　秀元 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

8 都・駒場 10407 宮田　大朗 ﾐﾔﾀ ﾀﾛｳ 高1
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10410 坂本　　類 ｻｶﾓﾄ ﾙｲ 高1

10409 荒川　　亮 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 高1
10411 森田　一輝 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東北高校 10060 木村　謙太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 高2

ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高校 10055 伊藤　真大 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高1
10057 早坂　寿輝 ﾊﾔｻｶ ﾄｼｷ 高1
10058 大森　翔太 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1

2 郡山インター 10123 伊藤　　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 高1
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 10127 片山　嘉将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 高2

10124 井上　裕大 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 高1
10125 吉田　寛人 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高3

3 東北学院 10051 安部　　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 高2
ｶﾞｸｲﾝ 高校 10054 村田　浩樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 高2

10052 新関　尚史 ﾆｲｾﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 高2
10053 杉田　暁彦 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋｺ 高2

4 佐賀商業高校 11550 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 11552 松本　真幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高3

11553 片波　　駿 ｶﾀﾅﾐ ｼｭﾝ 高1
11551 坂本　章記 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 高1

5 ＫＳＧ大橋 11523 中村慎太郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
KSGｵｵﾊｼ 11520 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 高2

11525 廣田　大記 ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｷ 中3
11521 川﨑　仁雅 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾏｻ 高2

6 洛南高校 11123 岩井　研人 ｲﾜｲ ｹﾝﾄ 高1
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 11127 西島　由貴 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高2

11129 藤森　洋平 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高1
11126 山本　俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 高2

7 日体荏原 10430 山口　幸治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 高1
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 10434 大澤　大地 ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 高2

10431 上田　正道 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 高1
10432 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1

8 金町ＳＣ 10458 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 10464 廣瀬　諒磨 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾏ 中3

10463 傍島　勇貴 ｿﾊﾞｼﾏ ﾕｳｷ 高2
10462 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 日大山形高校 10098 斉藤賢太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 10099 舛谷　　駿 ﾏｽﾔ ｼｭﾝ 高2
10095 斎藤　宏文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 高2
10100 大類　　渉 ｵｵﾙｲ ﾜﾀﾙ 高3

2 空港ＳＳ 11496 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高2
ｸｳｺｳSS 高校 11493 森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 高3

11492 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高3
11497 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高1

3 日大高 10706 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10696 立石裕太郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高3

10704 杉山　　彰 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 高3
10693 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 高2

4 イトマン長命 10066 新沼　大知 ﾆｲﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 高3
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 高校 10067 早坂　一希 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞｷ 高2

10063 菊池　皓大 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 高1
10064 及川誉士広 ｵｲｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 高1

5 日大東北 10119 金成　大樹 ｶﾅﾘ ﾋﾛｷ 高2
ﾆﾁﾄｳﾎｸ 高校 10120 佐野　久典 ｻﾉ ﾋｻﾉﾘ 高2

10121 三浦　直己 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 高2
10122 生田目勝稔 ﾅﾏﾀﾒ ｶﾂﾄｼ 高1

6 豊田ＳＳ 11037 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高2
ﾄﾖﾀSS 11036 高島　　徹 ﾀｶｼﾏ ﾄｵﾙ 中3

11040 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 高3
11038 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高3

7 山形中央高校 10117 小林　弘希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 高2
ﾔﾏﾁｭｳｵｳ 高校 10115 寒河江勇介 ｻｶﾞｴ ﾕｳｽｹ 高1

10116 出井　北斗 ｲﾃﾞｲ ﾎｸﾄ 高2
10118 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ 高2

8 パルワカヤマ 11409 湯川　真司 ﾕｶﾜ ｼﾝｼﾞ 高2
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 高校 11410 南川　英輝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 高1

11407 坂口　良太 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 高1
11408 芝田　誠也 ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾔ 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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 JSSｻﾝﾊﾟｰｸ 11093 竹下　耕平 ﾀｹｼﾀ ｺｳﾍｲ 高2

JSSｻﾝﾊｰｸ 11095 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 高1
11094 中西　　明 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 高2
11097 北村　　崚 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 中3

2 ル・幕張 10363 岩井　健介 ｲﾜｲ ｹﾝｽｹ 高2
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 10366 矢部翔太郎 ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2

10365 森下　雅之 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 高3
10364 小山　翔平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高2

3 東京ドーム 10607 岡本　　築 ｵｶﾓﾄ ｷｽﾞｸ 高1
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 10605 伊藤　広晃 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 高2

10610 柳原　宣彦 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 高3
10606 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高3

4 トピーアヤセ 10749 加藤　巧也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 高3
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校 10753 石野　智也 ｲｼﾉ ﾄﾓﾔ 高2

10750 鹿志村公大 ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 高1
10751 春日　祐太 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ 高1

5 Taikenかるも 11376 野口　　翼 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 高2
ﾀｲｹﾝｶﾙﾓ 高校 11373 谷川　　誠 ﾀﾆｶﾜ ﾏｺﾄ 高2

11374 中山　裕貴 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 高3
11375 片山祥太朗 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1

6 桐蔭学園 10820 石川　直之 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾕｷ 高2
ﾄｳｲﾝ 10823 待井　大河 ﾏﾁｲ ﾀｲｶﾞ 高2

10816 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高2
10817 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3

7 ＪＳＳエビス 11302 横江　諒一 ﾖｺｴ ﾘｮｳｲﾁ 高1
JSSｴﾋﾞｽ 11301 中原　亮太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 高2

11300 前田　健吾 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 高3
3956 竹中　　誠 ﾀｹﾅｶ ﾏｺﾄ 中3

8 イトマン大宮 10255 丹野　裕文 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 高1
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 10251 熊谷　公希 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ 中3

10256 鈴木　竣介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中3
10252 黒須慎太郎 ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 飛龍高校 10949 佐藤真一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高1

ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10951 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高2
10952 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3
10948 久保田麻里勢 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ 高1

2 ＭＹＳ国立 10467 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中1
MYSｸﾆﾀﾁ 10470 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 高3

10469 有村　拓也 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 中3
10465 小山　和淳 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3

3 イトマン埼玉 10294 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 10304 林　　佑樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 中3

10295 印田　辰也 ｲﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 高3
10298 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2

4 日大豊山 10425 村田　祐基 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10419 岡部　一道 ｵｶﾍﾞ ｲﾁﾄﾞｳ 高2

10417 伊藤龍太郎 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1
10428 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

5 九産大九州高 11506 縄田　　岳 ﾅﾜﾀ ｶﾞｸ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 11507 米本　敬司 ｺﾒﾓﾄ ｹｲｼﾞ 高1

11501 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2
11503 正井　利幸 ﾏｻｲ ﾄｼﾕｷ 高2

6 西城陽高校 11152 杉岡　郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11148 井上　景太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 高2

11150 佐伯　　創 ｻｴｷ ｿｳ 高2
11155 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2

7 エイブル岡山 11426 上野　達哉 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 高2
ｴｲﾌﾞﾙｵｶﾔ 高校 11425 古山　智基 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 高2

11427 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高2
11428 尾崎　友輔 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 高3

8 柏洋・柏 10356 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 10351 島田　和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 高1

10350 茶森　翔悟 ﾁｬﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高2
10354 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 市川高校 11328 元山　和隆 ﾓﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 高1

ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11330 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高2
11335 和田　泰仁 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 高2
11333 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高2

2 中京大中京高 11029 内藤　　智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 高1
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 11030 服部　敏幸 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ 高1

11026 楯　　　悟 ﾀﾃ ｻﾄﾙ 高2
11027 小西　一也 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾔ 高2

3 太成ＳＰ 11311 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 11313 森　　匡平 ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 高2

11314 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3
11315 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3

4 イトマン 11217 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 11208 山田　猛士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 高1

11209 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
11214 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2

5 豊川高 11073 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11074 中野　祐介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 高3

11078 那須野　諭 ﾅｽﾉ ｻﾄｼ 高1
11075 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1

6 ＫＳＧ　マキ 11511 甲斐　敬浩 ｶｲ ﾀｶﾋﾛ 高1
KSG ﾏｷ 11508 宮地　　諒 ﾐﾔﾁ ﾘｮｳ 中3

11514 日高　誠大 ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ 高2
11512 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高3

7 京都踏水会 11162 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1
ｷｮｳﾄﾄｳｽｲ 高校 11166 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高3

11164 八木　祐輔 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 高3
11165 栗林　洋平 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 高3

8 八幡浜ＳＣ 11480 山口　　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 高1
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 11478 菊地駿一郎 ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 中2

11477 沖本凜太郎 ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1
11479 魚海　涼介 ｳｵﾐ ﾘｮｳｽｹ 高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.142 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:33.51
ＣＳ                大会記録  3:40.31

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 多摩ＩＳＣ 10588 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3

ﾀﾏISC 高校 10585 橋詰　　貴 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 高2
10590 小林　京大 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾀ 高3
10589 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3

2 金田ＳＣ 10455 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10451 村上　一歩 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾎ 高2

10445 岡　　純平 ｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
10454 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 高2

3 ＪＳＳ長岡 10878 大竹　貴也 ｵｵﾀｹ ﾀｶﾔ 中3
JSSﾅｶﾞｵｶ 10874 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ 高2

10872 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高2
10876 瀬倉　康仁 ｾｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 高1

4

5 伊藤ＳＳ 11453 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｲﾄｳSS 高校 11455 西桶友一朗 ﾆｼｵｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

11456 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3
11461 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

6 秋田商業高校 10094 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1
ｱｷｼｮｳ 高校 10091 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高2

10092 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高2
10093 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1

7 太成学院大高 11190 小林　耕平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11189 久保　大樹 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

11191 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 高1
11194 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3

8 枚方ＳＳ 11259 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 11261 木村　　拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ 高2

11263 燈田　英二 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1
11260 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高2
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