
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.192 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:18.82
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン埼玉 911 吉村　寿人 ﾖｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 中2
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 中学 913 栗原　弘行 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 中2

919 高橋　良平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 中2
902 安藤　紀幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ 中1

4 ﾙ･ﾄｰｱ沼津 2582 青木　海翔 ｱｵｷ ｶｲﾄ 中2
ﾙ･ﾄｰｱﾇﾏﾂ 中学 2580 深澤　宏理 ﾌｶｻﾜ ｺｳｽｹ 中2

2584 内藤　　怜 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 中1
2581 杉山　裕紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 中1

5 岡崎竜城ＳＣ 2716 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2713 西尾　次郎 ﾆｼｵ ｼﾞﾛｳ 中1

2708 磯谷　祐斗 ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾄ 中1
2707 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中2

6 群馬渋川ＳＳ 591 原　　寛弥 ﾊﾗ ﾋﾛﾔ 中1
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 中学 586 阿部　桂祐 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 中2

592 髙山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 中1
588 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 中2

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.192 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:18.82
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 マリン舎人 1908 岡島　佑樹 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中2

ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1909 久保　智史 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 中1
1917 萩原　健太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 中1
1921 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 中2

2 ＫＴＶ垂水 棄権
KTVﾀﾙﾐ

3 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

3770 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 中1
3771 松室　湧太 ﾏﾂﾑﾛ ﾕｳﾀ 中2

4 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 2430 江花　達也 ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 中1

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

5 平針ＳＳ 2847 小山　将平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 中1
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2846 間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 中2

2854 平松　広樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 中2
2850 大林　洋平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 中2

6 イ大教いわき 394 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 中1
ｲﾄﾏﾝｲﾜｷ 中学 399 矢吹　拓郎 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾛｳ 中1

390 関口　　徹 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 中2
398 武藤　　寛 ﾑﾄｳ ﾋﾛｼ 中2

7 イトマン京都 3042 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 3034 戸倉奈生斗 ﾄｸﾗ ﾅｵﾄ 中1

3032 宮崎　　翼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｽｸ 中1
3040 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 中1

8 ＡＴＳＣ 2346 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 中1
ATSC 中学 2338 相原　佑亮 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 中1

2340 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 中1
2341 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 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.192 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:18.82
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 レイＳＣ岡山 3543 川住　　健 ｶﾜｽﾐ ﾀｹｼ 中2

ﾚｲSCｵｶﾔﾏ 中学 3544 長曽我部一大 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞ 中1
3540 近藤　祐大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
3545 八杉　　奨 ﾔｽｷﾞ ｼｮｳ 中2

2 ＫＳＧ山口 3613 清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 中2
KSGﾔﾏｸﾞﾁ 中学 3616 浴野　秀星 ｴｷﾉ ｼｭｳｾｲ 中1

3611 原田　智志 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 中2
3614 清水　翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 中2

3 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 2012 木下　涼介 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 中2

2006 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 中2
2011 福田　将人 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 中1

4 イトマン鴻巣 982 長谷川友祐 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 中学 983 田島　和弥 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 中2

978 成澤　千樹 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｷ 中1
981 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 中2

5 鶴岡ＳＣ 307 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中2
ﾂﾙｵｶSC 中学 313 渡部　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 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

6 ＪＳＳ粟崎 2569 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中2
ｱﾜｶﾞｻｷ 中学 2568 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 中1

3955 花木　柊人 ﾊﾅｷ ｼｮｳﾄ 中2
3954 網江　恭汰 ｱﾐｴ ｷｮｳﾀ 中1

7 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 261 沓澤　　遼 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中2

265 奈良　一磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 中2
264 田村　光貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 中2

8 ユアー新松戸 1285 中水流　諒 ﾅｶｽﾞﾙ ﾘｮｳ 中2
ﾕｱｰｼﾝﾏﾂﾄ 中学 1287 渡部　涼太 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 中2

1288 平山　敦也 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾂﾔ 中2
1282 大友　康平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 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.192 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:18.82
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 川崎PS･ｾﾝﾄﾗﾙ 2285 柴田慎一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中2

ｶﾜｻｷPS･ｾ 中学 2282 河又　祐吾 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 中2
2283 五十川陸斗 ｲｿｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 中1
2286 島田　修三 ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 中2

2 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 2698 石橋　佑記 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 中1

2690 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 中2
2699 前川　智久 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 中2

3 能美ＳＣ 2541 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 中2
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 中学 2542 山田　舞斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲﾄ 中1

2546 東　　洋輔 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ 中2
2544 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 中1

4 東京ＳＣ 1478 関口　修二 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1458 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2

1469 伊藤　慶太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 中3
1476 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 中2

5 ＳＡ柏崎 2498 村山　訓亮 ﾑﾗﾔﾏ ｸﾆｱｷ 中2
SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 2502 和田　康宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 中2

2497 佐野　佑樹 ｻﾉ ﾕｳｷ 中2
2501 堀田健一郎 ﾎｯﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中1

6 伊藤ＳＳ 3668 北山　翔太 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中2
ｲﾄｳSS 中学 3667 北山　恵太 ｷﾀﾔﾏ ｹｲﾀ 中2

3665 青木　健紘 ｱｵｷ ﾀｹﾋﾛ 中2
3664 西桶　正倫 ﾆｼｵｹ ﾏｻﾐﾁ 中1

7 かしまＡＺ 1883 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1881 山下　　明 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾗ 中2

1853 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 中1
1872 木原　洋一 ｷﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 中2

8 KTV豊中 3114 森芳　慎平 ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍﾟｲ 中2
KTVﾄﾖﾅｶ 中学 3113 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 中2

3117 高上　陽次 ﾀｶｳｴ ﾖｳｼﾞ 中2
3115 坂本　周平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 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.192 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:18.82
１３～１４歳        大会記録  3:34.12

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 イトマン札幌 43 菊谷　幸平 ｷｸﾔ ｺｳﾍｲ 中2

ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中学 56 畠山　景冶 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 中2
54 大島　駿平 ｵｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中2
49 山田　恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 中2

2 KONAMI三田 3386 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3377 久保　翔一 ｸﾎﾞ ｼｮｳｲﾁ 中1

3385 池亀　規介 ｲｹｶﾞﾒ ｷｽｹ 中2
3380 山田　眞崇 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 中2

3 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 1015 市川　悠介 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ 中2

1013 丸岡　昂平 ﾏﾙｵｶ ｺｳﾍｲ 中2
1016 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 中2

4 田柄ＳＣ 1402 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
ﾀｶﾞﾗSC 中学 1411 清水畑裕亮 ｼﾐｽﾞﾊﾀ ﾕｳｽｹ 中2

1412 清國　直哉 ｷﾖｸﾆ ﾅｵﾔ 中1
1405 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中1

5 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 1974 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 中2

1977 清水　将登 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中2
1972 今津　雄貴 ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 中2

6 潮南中学校 2886 奥村　進吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 中2
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 2887 川端　晃央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ 中2

2889 鮒田　佳明 ﾌﾅﾀﾞ ﾖｼｱｷ 中2
2888 川端　祥央 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾁｵ 中2

7 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 1072 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 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

1081 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 中2
1074 杉嵜　　凌 ｽｷﾞｻｷ ﾘｮｳ 中2

8 KONAMI青葉台 2151 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 中1
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 中学 2143 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 中1

2145 三沢　健太 ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ 中1
2144 岩室比呂人 ｲﾜﾑﾛ ﾋﾛﾄ 中1
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