
第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 初芝ＳＳ 2909 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 中2
ﾊﾂｼﾊﾞSS 中学 2908 辻　爽一朗 ﾂｼﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2

2910 陶器　佑亮 ﾄｳｷ ﾕｳｽｹ 中2
2907 八田　翔太 ﾊｯﾀ ｼｮｳﾀ 中2

4 ＳＡＴ雪ヶ谷 1444 新立　恭太 ﾆｯﾀﾁ ｷｮｳﾀ 中2
SATﾕｷｶﾞﾔ 中学 1445 伴　　瞭太 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳﾀ 中2

1447 伊東虎太郎 ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ 中1
1446 飯田　海人 ｲｲﾀﾞ ｶｲﾄ 中2

5 ｽｳｨﾝあざみ 429 小林　星羅 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾗ 中2
SWｱｻﾞﾐ 中学 433 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 中1

430 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中2
431 大河内健成 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｾｲ 中2
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 むそたＳＣ 3223 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 中2

ﾑｿﾀSC 中学 3224 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 中2
3226 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 中1
3225 服部　　仁 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞﾝ 中1

2 東京ＤＣ 1183 鈴木　海汰 ｽｽﾞｷ ｶｲﾀ 中2
ﾄｳｷｮｳDC 中学 1182 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 中2

1185 篠塚　　健 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝ 中2
1184 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 中2

3 KONAMI立川 1477 大島　圭央 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 中1
ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ 中学 1475 都筑　竜也 ﾂﾂﾞｸ ﾘｭｳﾔ 中1

1474 津原　　剛 ﾂﾊﾗ ｺﾞｳ 中2
1476 斉藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 中1

4 スウィン熊谷 534 大塚　大慶 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ 中2
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 536 石井　貴章 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 中2

535 奈良岡聖也 ﾅﾗｵｶ ﾏｻﾔ 中2
538 本田　和己 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中1

5 ＪＳＳ八王子 1544 石川　雄大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1545 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 中2

1543 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 中2
1547 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 中1

6 KONAMI西葛西 1277 長尾　健太 ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1278 山野　哲平 ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 中2

1280 山形　凌也 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 中1
1279 酒巻　龍志 ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ 中2

7 スウィン坂戸 739 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 中2
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 中学 737 石井　勇雅 ｲｼｲ ﾕｳｶﾞ 中2

738 島田　将吾 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 中2
740 服部　大茅 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲﾁ 中1
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 NECGSC溝の口 2016 安島　宏将 ｱｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ 中2

NECGSC M 中学 2022 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 中1
2015 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 中2
2017 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 中2

2 成増ロンド 1515 井上　雄喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1517 角田　敬正 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 中2

1516 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 中2
1518 丹羽樹里安 ﾆﾜ ｼﾞｭﾘｱﾝ 中1

3 東京ＳＣ 1122 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1124 佐藤　友宣 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 中1

1121 高野　拓己 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 中2
1126 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 中1

4 SFｻｷﾞﾇﾏ 1995 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 中2
SFｻｷﾞﾇﾏ 中学 1994 秋山　将輝 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｷ 中2

1997 八橋　健太 ﾔﾂﾊｼ ｹﾝﾀ 中2
1996 岡本　真悟 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 中2

5 アクシー東 2166 池田　森人 ｲｹﾀﾞ ﾓﾘﾄ 中2
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 中学 2167 片桐　拓弥 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾔ 中2

2169 大滝　泰樹 ｵｵﾀｷ ﾀｲｷ 中1
2168 吉岡　康樹 ﾖｼｵｶ ﾔｽｷ 中2

6 芝浦ＳＣ 1510 古庄　宥史 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｼﾞ 中2
ｼﾊﾞｳﾗSC 中学 1509 高橋　亮成 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ 中2

1512 菊地　　崚 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 中1
1511 松村　寛季 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ 中2

7 Ｂ＆Ｇ高島 2667 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 中1
B&Gﾀｶｼﾏ 中学 2665 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 中2

2664 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 中2
2666 加藤　鴻佑 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 中2

8 Ｖトピア一宮 2478 宮地　克弥 ﾐﾔﾁ ｶﾂﾔ 中2
VSCｲﾁﾉﾐﾔ 中学 2480 大江　一輝 ｵｵｴ ｶｽﾞｷ 中2

2479 小出　啓介 ｺｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 中2
2481 市原　一輝 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ 中2
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 McS加古川 3145 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 中2

ﾏｯｸｶｺｶﾞﾜ 中学 3143 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 中2
3144 山本　知宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 中2
3146 鬮橋　優斗 ｸｼﾞﾊｼ ﾕｳﾄ 中1

2 SW大教いわき 270 富樫　大樹 ﾄｶﾞｼ ﾀｲｷ 中2
SWｲﾜｷ 中学 272 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 中2

273 梅津　璃久 ｳﾒﾂ ﾘｸ 中2
271 合津　晋平 ｺﾞｳﾂ ｼﾝﾍﾟｲ 中2

3 協栄MD座間 2040 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 中2
KYOEI-Z 中学 2041 小島　侑弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 中2

2043 若林　大樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 中1
2039 荒井　脩斗 ｱﾗｲ ｼｭｳﾄ 中2

4 サンダーＳＳ 3401 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 中2
ｻﾝﾀﾞｰSS 中学 3399 頼冨　賢斗 ﾖﾘﾄﾐ ｹﾝﾄ 中2

3398 池田　　悠 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 中2
3400 石川　智浩 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 中2

5 福島ＳＳ 288 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 中2
ﾌｸｼﾏSS 中学 289 佐藤　俊樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 中2

286 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 中2
285 本田　祐也 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 中3

6 ダッシュ新津 2205 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 中1
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 中学 2204 吉野　万作 ﾖｼﾉ ﾏﾝｻｸ 中2

2206 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 中1
2207 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 中1

7 枚方ＳＳ 2923 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2922 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 中2

2925 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 中1
2920 相浦　優大 ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 中2

8 周南ＳＣ 3330 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 中2
ｼｭｳﾅﾝSC 中学 3328 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 中2

3329 実近　康平 ｻﾈﾁｶ ｺｳﾍｲ 中2
3331 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中1
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 桃太郎ＳＳ 2494 平沼　晃多 ﾋﾗﾇﾏ ｺｳﾀ 中2

ﾓﾓﾀﾛｳｽｲﾐ 中学 2493 中田　　怜 ﾅｶﾀ ﾚﾝ 中2
2496 宮脇　拓士 ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾄ 中1
2495 舩橋　拓人 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｸﾄ 中1

2 藤村ＳＳ 1235 成田　勝志 ﾅﾘﾀ ｶﾂｼ 中2
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1233 本多　礼樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲｷ 中2

1234 黒部　一斗 ｸﾛﾍﾞ ｶｽﾞﾄ 中2
1232 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 中2

3 ｲﾄﾏﾝ長命ヶ丘 147 小野寺良太 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 中1
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 中学 144 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 中2

146 小野寺諒馬 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾏ 中1
145 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 中1

4 児島水倶楽部 3289 星島　貴志 ﾎｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中2
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 中学 3287 上夷　隆市 ｶﾐｴﾋﾞｽ ﾘｭｳｲﾁ 中2

3288 前野　克弥 ﾏｴﾉ ｶﾂﾔ 中2
3286 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 中2

5 KONAMI三田 3118 山城　憲治 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3116 降矢　　信 ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ 中2

3119 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 中1
3117 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 中1

6 イトマン向山 156 岡田　大季 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 中学 160 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 中1

158 青塚　和樹 ｱｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 中2
157 板橋　恭介 ｲﾀﾊﾞｼ ｷｮｳｽｹ 中2

7 三菱養和ＳＳ 1301 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1304 宇野　　亮 ｳﾉ ﾘｮｳ 中2

1303 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 中2
1302 山本　剣星 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ 中2

8 スウィン埼玉 666 田添　弘昭 ﾀｿﾞｴ ﾋﾛｱｷ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 664 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 中2

663 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 中2
665 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中1
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.160 男子    400m   リレー   予選   6組 日本記録  3:13.20
13～14歳            大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 平針ＳＳ 2532 太田　光星 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 中2

ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 2530 中山　瑛介 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｽｹ 中2
2531 小久保　龍 ｺｸﾎﾞ ﾘｭｳ 中2
2534 富田　康暉 ﾄﾐﾀ ｺｳｷ 中1

2 レオＳＳ荻野 1991 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 中2
ﾚｵｵｷﾞﾉ 中学 1992 榎並　　潮 ｴﾅﾐ ｳｼｵ 中2

1993 西澤　一輝 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 中2
1990 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 中2

3 ＢＳ長住 3525 上村　凌雅 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 中2
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 中学 3524 木村　和樹 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中2

3526 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 中2
3523 冨重　圭吾 ﾄﾐｼｹﾞ ｹｲｺﾞ 中2

4 イ ト マ ン 2786 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2788 奥田　　僚 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 中1

2783 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 中2
2785 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1633 大竹　拓信 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 中学 1634 市倉　朋樹 ｲﾁｸﾗ ﾄﾓｷ 中2

1632 中野　大夢 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾑ 中2
1635 堀之内飛向 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ 中2

6 KONAMI林間 1734 東郷　海斗 ﾄｳｺﾞｳ ｶｲﾄ 中2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1736 平間　祐介 ﾋﾗﾏ ﾕｳｽｹ 中1

1737 林　　優臣 ﾊﾔｼ ﾏｻｵﾐ 中1
1735 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 中2

7 ＯＫＳＳ 3415 國見　哲平 ｸﾆﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 中2
OKSS 中学 3414 山科　徹朗 ﾔﾏｼﾅ ﾃﾂﾛｳ 中2

3413 宮本　伊織 ﾐﾔﾓﾄ ｲｵﾘ 中2
3412 亀田　翔矢 ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾔ 中2

8 マリン舎人 1609 坂本　翔太 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中3
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1610 若葉　大輝 ﾜｶﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 中2

1614 長崎　　駿 ﾅｶﾞｻｷ ｼｭﾝ 中1
1613 赤坂　祐樹 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 中1
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