
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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 群馬渋川ＳＳ 10209 西脇　良浩 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾋﾛ 高2
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 10210 黛　　和希 ﾏﾕｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 中3

10208 阿久津克人 ｱｸﾂ ｶﾂﾋﾄ 高2
10211 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 中3

4 名古屋高 11018 山口　功祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 11021 大嶋　康嗣 ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ 高1

11015 近藤　大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高3
11022 筒井　和也 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾔ 高2

5 イトマン鯱 10996 浅井　　駿 ｱｻｲ ｼｭﾝ 高2
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 高校 10994 岩田　康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高3

10997 島崎　義崇 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ 高1
10992 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 高1

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 中京大中京高 棄権

ﾁｭｳｷｮｳｺｳ

2 佐賀商業高校 11552 松本　真幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 11550 宮島総一朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

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

3 伊東商業 10936 後藤　大地 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 高3
ｲﾄｳｼｮｳｺｳ 高校 10937 佐久間一暉 ｻｸﾏ ｶｽﾞｷ 高1

10935 窪田　貴啓 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 高1
10938 杉本　　敬 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 高3

4 アーデル 10330 廣瀬　充典 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾉﾘ 中2
ｱｰﾃﾞﾙ 10327 小林　拓矢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 高3

10331 廣瀬　正明 ﾋﾛｾ ﾏｻｱｷ 高1
10329 飯塚　大樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 高3

5 ロンド・ＳＳ 10544 三浦　悠也 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 高2
ﾛﾝﾄﾞ･SS 高校 10543 高橋　亮太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 高1

10546 林　　佑紀 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 高2
10542 押川　　諒 ｵｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3

6 KTV豊中 11228 水野　雄介 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 高2
KTVﾄﾖﾅｶ 高校 11227 松尾　圭祐 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 高2

11229 麻布　　諒 ｱｻﾌﾞ ﾘｮｳ 高1
11226 酒井　　亮 ｻｶｲ ﾘｮｳ 高2

7 都・駒場 10409 荒川　　亮 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 高1
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10412 相島　千尋 ｱｲｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 高2

10407 宮田　大朗 ﾐﾔﾀ ﾀﾛｳ 高1
10411 森田　一輝 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高2

8 大阪水泳学校 11249 篠原　貴弘 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 高2
OSAKA.SG 高校 11253 廣田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3

11251 中村　竜大 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高2
11252 浜上　　晃 ﾊﾏｶﾞﾐ ｱｷﾗ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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 11139 大塚　政幸 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 高1
11135 吉田　昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高1
11142 飯島　大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高2

2 イトマン守口 11238 椿　　和馬 ﾂﾊﾞｷ ｶｽﾞﾏ 中3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 11234 西村翔太郎 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 高2

11237 長岡　　亮 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｽｸ 高2
11236 地藤　雅啓 ｼﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 高2

3 愛工大名電高 11064 竹ノ内　忍 ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 11066 野村　卓也 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 高2

11059 安藤　秀元 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2
11061 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

4 ＫＳＧ大橋 11521 川﨑　仁雅 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾏｻ 高2
KSGｵｵﾊｼ 11520 切通　佑輔 ｷﾘﾄｵｼ ﾕｳｽｹ 高2

11523 中村慎太郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
11524 野中　　譲 ﾉﾅｶ ﾕｽﾞﾙ 中3

5 ダッシュ新潟 10884 山﨑　裕太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 高2
Dﾆｲｶﾞﾀ 10883 山際　邦亮 ﾔﾏｷﾞﾜ ｸﾆｱｷ 中2

10882 加藤　悠一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 高2
10885 田辺　龍一 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 中3

6 ＯＫＳＳ 11466 中野　勢也 ﾅｶﾉ ｾｲﾔ 高3
OKSS 11467 表原　　周 ｵﾓﾃﾊﾗ ｼｭｳ 中3

11465 竹林　　駿 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 高2
11463 安村　亜洲 ﾔｽﾑﾗ ｱｼｭｳ 中3

7 グリーン高台 10979 福田　　隼 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高2
ｸﾞﾘｰﾝﾀｶﾀﾞｲ 10980 鈴木　基修 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 高3

10981 鈴木　誠也 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 中3
10978 藤田　真成 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 高3

8 コスパ瓢箪山 11298 大浜　慎也 ｵｵﾊﾏ ｼﾝﾔ 高2
COSPA 11294 金子　洋介 ｶﾈｺ ﾖｳｽｹ 高2

11292 安藤　　雅 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 高3
11293 安藤　　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 長野日大高 10845 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高2

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞ 高校 10843 小山　和晃 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 高3
10846 田中　耕平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 高2
10841 市川　諒太 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高2

2 初芝 11182 平　　拓也 ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ 高2
ﾊﾂｼﾊﾞｺｳｺ 高校 11179 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高3

11180 山崎　亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高3
11181 花房　　武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高2

3 県立浦和 10230 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 10231 宮地　建人 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾄ 高1

10232 市川　大貴 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高2
10234 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高3

4 トピレック 10498 砂村　勇太 ｽﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ 高3
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 高校 10499 菅　　潤平 ｽｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

10501 猪俣　貴裕 ｲﾉﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 高3
10497 古泉徹太郎 ｺｲｽﾞﾐ ﾃﾂﾀﾛｳ 高2

5 金田ＳＣ 10454 尾島　悠平 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 高2
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10455 尾島　翔太 ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

10445 岡　　純平 ｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2
10453 飯山　力成 ｲｲﾔﾏ ﾘｷﾅﾘ 高1

6 武相高校 10682 高橋　俊介 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 高2
ﾌﾞｿｳｺｳｺｳ 高校 10681 遠藤　隼人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 高1

10686 畑野　翔太 ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾀ 高2
10684 小森園一樹 ｺﾓﾘｿﾞﾉ ｶｽﾞｷ 高2

7 会津インター 10129 斎藤　貴史 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 高3
ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ 高校 10128 原田　辰徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 高3

10130 小川　　隼 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ 高1
10131 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ越谷 10249 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ｾ･ｺｼｶﾞﾔ 10248 綱島　大希 ﾂﾅｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 高1

10250 福井　大地 ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 高2
10247 綱島　海門 ﾂﾅｼﾏ ｶｲﾄ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 西那須ｲﾝﾀｰ 10179 立具　　元 ﾀﾃｸﾞ ﾊｼﾞﾒ 高2

ﾆｼﾅｽｲﾝﾀｰ 10178 福田　隼也 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾔ 中3
10177 谷田　智史 ﾔﾀﾞ ｻﾄｼ 高1
10175 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 中3

2 ＫＳＧ　マキ 11510 後藤　弘樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 中3
KSG ﾏｷ 11509 宮﨑　　祥 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 高1

11513 中村　俊也 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 高3
11512 大平　　順 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝ 高3

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

4 空港ＳＳ 11497 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高1
ｸｳｺｳSS 高校 11496 筒井　　佑 ﾂﾂｲ ﾕｳ 高2

11492 松井　建興 ﾏﾂｲ ﾀﾂｵｷ 高3
11494 池上　喬広 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 高2

5 豊橋ＳＳ 11054 山口　真弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
ﾄﾖﾊｼSS 高校 11055 田村　高文 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 高3

11053 河合　康輝 ｶﾜｲ ｺｳｷ 高3
11056 片田　雅俊 ｶﾀﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 高2

6 東京ＤＣ駒沢 10599 若林　良平 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 中3
DCｺﾏｻﾞﾜ 10600 大関健太郎 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

10598 横山　修二 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 中2
10601 中村　征司 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ 中3

7 あかやまＳＳ 10144 山元　恵二 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 中3
ｱｶﾔﾏSS 10147 日原　悠吾 ﾋﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 高3

10143 隅田　拓郎 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 高2
10145 小池　勝治 ｺｲｹ ﾏｻﾊﾙ 高3

8 日本文理 10864 渡辺　聖士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 高1
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 10867 北川　直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 高2

10866 内藤　紀之 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 高2
10865 土田　信也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 青森東高校 10024 長尾　隆明 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 高2

ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ 高校 10027 髙畑　元気 ﾀｶﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 高1
10026 木村　大輝 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 高2
10025 内海　潤紀 ｳﾁｳﾐ ｼﾞｭﾝｷ 高2

2 かしま道後 11473 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 高3
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ 高校 11474 谷若　駿郎 ﾀﾆﾜｶ ｼｭﾝﾛｳ 高2

11472 仁尾　憲治 ﾆｵ ｹﾝｼﾞ 高2
11475 平野　大介 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高3

3 和歌山北高校 11400 上野　祥平 ｳｴﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 11403 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｷ 高3

11404 鳴瀧　智大 ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ 高1
11398 勝丸　大地 ｶﾂﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 高1

4 イトマン大教 10268 今井　紘士 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 高3
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 10270 中島　浩人 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 高1

10267 久保　涼平 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
10269 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 中3

5 横浜 10687 井上　啓太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 高2
ﾖｺﾊﾏ 高校 10690 李　　夏秀 ﾘ ﾅﾂﾋﾃﾞ 高1

10688 今　　康紀 ｺﾝ ﾔｽﾉﾘ 高2
10689 千葉　成泰 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 高2

6 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 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
10102 渡邉　　輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 高1

7 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 11375 片山祥太朗 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 高1

11373 谷川　　誠 ﾀﾆｶﾜ ﾏｺﾄ 高2
11372 石飛　　優 ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳ 高1

8 金町ＳＣ 10460 池田　宏樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 10462 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中3

10463 傍島　勇貴 ｿﾊﾞｼﾏ ﾕｳｷ 高2
10458 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 イトマン札幌 10007 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ 中3

ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 10005 宇佐美篤真 ｳｻﾐ ﾄｸﾏ 中3
10006 遠藤　　樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高2
10009 原　　祐太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 高1

2 日体荏原 10432 石田　健人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高1
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 10431 上田　正道 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 高1

10433 川口　智大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 高2
10434 大澤　大地 ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 高2

3 ＭＹＳ国立 10465 小山　和淳 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 中3
MYSｸﾆﾀﾁ 10470 鈴木　　慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ 高3

10467 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中1
10469 有村　拓也 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 中3

4 京都踏水会 11165 栗林　洋平 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 高3
ｷｮｳﾄﾄｳｽｲ 高校 11164 八木　祐輔 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 高3

11162 山本　郁也 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高1
11166 荒木　　慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高3

5 北陽 11185 藤井　将太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2
ﾎｸﾖｳ 高校 11186 辻本　遥平 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶﾍｲﾍ 高1

11184 小山　智成 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 高2
11183 玉木　壽成 ﾀﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 高2

6 イトマン川崎 10759 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 高3
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 10760 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高3

10763 木田　真智 ｷﾀﾞ ﾏｻﾄ 中3
10757 沼田　洋志 ﾇﾏﾀ ﾋﾛｼ 高1

7 飛龍高校 10952 秋山　佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10948 久保田麻里勢 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ 高1

10946 福永　偉史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹｼ 高1
10944 嶋野　　光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高3

8 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 10298 岩本　卓也 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 高2

10301 村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 中3
10297 奥澤　雅明 ｵｸｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 林　水泳教室 棄権

ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ

2 東京ドーム 10606 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 高3
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 10610 柳原　宣彦 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 高3

10609 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高3
10607 岡本　　築 ｵｶﾓﾄ ｷｽﾞｸ 高1

3 洛南高校 11126 山本　俊輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 高2
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 11131 廣本　一真 ﾋﾛﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 高1

11127 西島　由貴 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼｷ 高2
11128 大金　佑輔 ｵｵｶﾞﾈ ｽｳｽｹ 高1

4 多摩ＩＳＣ 10589 小倉　隆幸 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾀﾏISC 高校 10583 伊藤　冬樹 ｲﾄｳ ﾌﾕｷ 高3

10588 小坂　真軌 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 高3
10595 飯嶌　康一 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 高3

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

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

6 枚方ＳＳ 11260 橋本　一也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 11264 増居　智大 ﾏｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 高1

11262 西村　亮馬 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 高1
11259 藤井　　信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 高2

7 桐蔭学園 10816 吉行　貴啓 ﾖｼﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 高2
ﾄｳｲﾝ 10820 石川　直之 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾕｷ 高2

10821 前田　　駿 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 高1
10817 吉行　亮啓 ﾖｼﾕｷ ｱｷﾋﾛ 中3

8 鶴岡ＳＣ 10111 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高2
ﾂﾙｵｶSC 10104 菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 高1

10108 土肥　隆輔 ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ 高1
10107 渡部　貴久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 敦賀高校 10930 田代　純也 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 高2

ﾂﾙｶﾞｺｳｺｳ 高校 10928 山本誠一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 高2
10931 白崎　和也 ｼﾛｻｷ ｶｽﾞﾔ 高2
10929 中島　　遼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高1

2 市川高校 11333 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 11331 西田　　新 ﾆｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 高3

11332 巽　　一晃 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 高2
11330 桜井　佑紀 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 高2

3 柏洋・柏 10356 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高2
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 10357 森谷　　俊 ﾓﾘﾔ ｼｭﾝ 中3

10355 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高2
10354 戸辺　健介 ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ 高1

4 東北高校 10059 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高3
ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高校 10058 大森　翔太 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 高1

10057 早坂　寿輝 ﾊﾔｻｶ ﾄｼｷ 高1
10056 山田　浩平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

5 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 11155 田中祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 高2

11153 倉貫　　壮 ｸﾗﾇｷ ｿｳ 高2
11150 佐伯　　創 ｻｴｷ ｿｳ 高2

6 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10520 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 高3
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高校 10516 井上　　新 ｲﾉｳｴ ｱﾗﾀ 高3

10514 西村　直紘 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 高2
10517 宇津木尚史 ｳﾂｷﾞ ﾅｵﾌﾐ 高3

7 ＳＭＳＴ 10568 ﾁｭﾝｸﾞｻﾝ･ｳｰ ﾁｭﾝｸﾞ ｻﾝ･ｳｰ 高2
SMST 10566 ｶﾐﾔﾘｭｳﾀﾛｳ ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中3

10567 ｽｽﾞｷｷﾞｮｳ ｽｽﾞｷ ｷﾞﾖｳ 高3
10565 ｶﾅｻﾞﾜﾏﾓﾙ ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 高1

8 アシスト 10071 阿部　　大 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ 高3
ｱｼｽﾄ 高校 10072 伊藤　遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高2

10076 日下　陽介 ｸｻｶ ﾖｳｽｹ 高1
10073 荒木祐太朗 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 豊田ＳＳ 11037 大田　　該 ｵｵﾀ ｶｲ 高2

ﾄﾖﾀSS 高校 11035 丸山　佳祐 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 高2
11039 伏木　　諭 ﾌｼｷ ｻﾄﾙ 高2
11038 長屋　友翔 ﾅｶﾞﾔ ﾕｳﾄ 高3

2 ＮＨＳＴ 11285 藤山ペドロ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾍﾟﾄﾞﾛ 高3
ﾅｶﾊﾀHST 高校 11283 杉江　良太 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳﾀ 高3

11284 泉　　和樹 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高3
11282 上田　一布 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 高3

3 伊藤ＳＳ 11456 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高3
ｲﾄｳSS 高校 11453 塩﨑　大介 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

11461 濵田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
11457 大西　卓哉 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 高1

4 豊川高 11075 田中　直規 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11081 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高2

11073 石井　　諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 高1
11080 福田　翔太 ﾌｸﾀ ｼｮｳﾀ 高2

5 秋田商業高校 10092 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高2
ｱｷｼｮｳ 高校 10091 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高2

10093 豊嶋健太郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高1
10094 茂木　祐介 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｽｹ 高1

6 長岡大手 10860 田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 10858 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高2

10856 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高3
10855 鴨井　利馬 ｶﾓｲ ｶｽﾞﾏ 高1

7 マリン舎人 10660 岩谷　優志 ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｼ 高2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 10661 宮永　和也 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 高2

10662 三井　寿貴 ﾐﾂｲ ﾄｼｷ 中3
10659 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 高1

8 太成学院大高 11194 入谷　元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11192 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

11195 品川　拓也 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 高3
11191 松井　　秀 ﾏﾂｲ ｼｭｳ 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.194 男子    400m   リレー   予選   11組 日本記録  3:18.82
ＣＳ                大会記録  3:18.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 日大高 10693 東郷　貴成 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 高2

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10706 足立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3
10708 大森　雄太 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ 高2
10698 伊藤　　傑 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 高2

2 コパン可児 11111 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ 高2
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 高校 11112 則武　寛唯 ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 高1

11113 渡辺　良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 高2
11110 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 高1

3 九産大九州高 11504 川内　拓実 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 11505 大庭　洋平 ｵｵﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 高2

11503 正井　利幸 ﾏｻｲ ﾄｼﾕｷ 高2
11506 縄田　　岳 ﾅﾜﾀ ｶﾞｸ 高2

4 イトマン 11214 町田　将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 11203 佐々井敦規 ｻｻｲ ｱﾂｷ 高1

11217 入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2
11209 山本　悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

5 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 10493 木幡　　開 ｺﾊﾀ ｶｲ 高1

10486 上原　大悟 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 高3
10488 大崎　瑛人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 高2

6 日大豊山 10417 伊藤龍太郎 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 10428 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 高3

10424 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 高1
10420 原野　寛幸 ﾊﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 高1

7 太成ＳＰ 11315 長田　優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高3
ﾀｲｾｲSP 高校 11314 倉西　孝幸 ｸﾗﾆｼ ﾀｶﾕｷ 高3

11311 松井　　力 ﾏﾂｲ ﾘｷ 高3
11309 高岸　良昌 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 高2

8 湘南工大附 10673 金長　拓也 ｶﾈﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 10674 古川　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 高3

10679 野地　洋平 ﾉｼﾞ ﾖｳﾍｲ 高3
10680 鈴木　貴也 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾔ 高2
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