
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.162 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:13.20
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 イ ト マ ン 2782 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 2778 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 高2

2777 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 高3
2776 石崎　卓郎 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 高3

3 日大高 1679 冨田　　優 ﾄﾐﾀ ｽｸﾞﾙ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1681 髙橋　雄亮 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 高2

1678 榊原　利基 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｷ 高3
1683 渡辺　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高2

4 スウィン前橋 449 大野　賢也 ｵｵﾉ ｹﾝﾔ 高3
SWﾏｴﾊﾞｼ 452 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 中3

453 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 中3
451 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 高1

5 KONAMI海老名 1851 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 高2
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 高校 1853 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1

1850 井上　僚也 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 高2
1852 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 高1

6 関大北陽 2746 佐々木雄登 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2747 前井　卓也 ﾏｴｲ ﾀｸﾔ 高3

2745 渡辺　裕士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 高3
2744 近藤　将平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 高3

7 KONAMI西葛西 1276 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 中3
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 1273 松本　卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 高1

1272 石田遼太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2
1270 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 高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.162 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:13.20
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 金田ＳＣ 1029 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 高2

ｶﾈﾀﾞSC 高校 1027 富山　周祐 ﾄﾐﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 高2
1028 神山　隼也 ｺｳﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 高2
1025 井口廉太郎 ｲｸﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ 高3

2 洛南高校 2670 細川　大夢 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ 高2
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2669 松見　浩史 ﾏﾂﾐ ﾋﾛｼ 高3

2672 片岡　誠也 ｶﾀｵｶ ｾｲﾔ 高1
2671 小谷　勇哉 ｺﾀﾆ ﾕｳﾔ 高2

3 協栄MD相模原 1922 佐野　佑太 ｻﾉ ﾕｳﾀ 高3
KyoeiMDS 1925 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

1923 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ 高1
1924 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 中3

4 市川高校 3014 西井　　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 3017 三木　進平 ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ 高2

3019 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 高2
3018 佐野　　武 ｻﾉ ﾀｹﾙ 高2

5 マリン舎人 1607 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 高2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1605 中村　　克 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 高3

1602 近藤陽紫樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 高3
1604 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 高3

6 和歌山北高校 3209 木下　和樹 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ 高1
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3206 吉野　悠太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 高3

3205 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ 高3
3208 戸田　喬介 ﾄﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 高2

7 サンダーＳＳ 3394 二宮　大地 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 高2
ｻﾝﾀﾞｰSS 高校 3393 市原　和樹 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ 高2

3396 丸山　仁志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 高2
3395 藤本　啓嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 高2

8 報徳 3029 多山　　奨 ﾀﾔﾏ ｼｮｳ 高3
ﾎｳﾄｸ 高校 3032 松本　昇汰 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高1

3031 林　　聖大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 高2
3030 梅澤　涼太 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 高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.162 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:13.20
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 菊水ＳＳ 2862 簑田　貴大 ﾐﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3

ｷｸｽｲ 高校 2863 樽井　　学 ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ 高3
2860 塩野　晴紀 ｼｵﾉ ﾊﾙｷ 高3
2864 松井　　渉 ﾏﾂｲ ﾜﾀﾙ 高2

2 KONAMI林間 1730 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 高校 1731 東　　修平 ﾋｶﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 高2

1732 福島　優介 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ 高2
1733 朝倉　雄大 ｱｻｸﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

3 NECGSC溝の口 2005 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 高2
NECGSC M 高校 2004 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 高2

2006 田村　光洋 ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ 高2
2003 ムーディーケリー ﾑｰﾃﾞｨｰ ｹﾘｰ 高3

4 太成学院大高 2756 中川　薫平 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2755 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高2

2749 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 高3
2750 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 高3

5 スウィン埼玉 657 草生　　武 ｸｻｵ ﾀｹﾙ 高2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 656 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 高2

658 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高2
660 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高1

6 豊川高 2546 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2542 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 高2

2555 高橋　優人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 高1
2550 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 高1

7 会津インター 261 芦谷原香太 ｱｼﾔﾊﾗ ｺｳﾀ 高2
ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ 高校 258 菊地　　俊 ｷｸﾁ ｽｸﾞﾙ 高3

259 菅家祐太朗 ｶﾝｹ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
260 猪俣　直也 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ 高2

8 群馬ＳＳ 387 吉田　匠汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高3
ｸﾞﾝﾏSS 高校 389 笠原　一磨 ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 高1

388 須川　雅也 ｽｶﾜ ﾏｻﾔ 高2
390 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 高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.162 男子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:13.20
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東北高校 135 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 高2

ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高校 134 木村　雅人 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 高3
138 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
137 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 高2

2 かしまＡＺ 1565 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 高2
ｶｼﾏAZ 1566 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 高2

1568 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 中3
1564 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 高3

3 飛龍高校 2283 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2277 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 高3

2279 久野　正裕 ｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 高3
2278 原田　　克 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 高3

4 日大豊山 977 古田　祐介 ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 982 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1

976 田中福太郎 ﾀﾅｶ ﾌｸﾀﾛｳ 高2
974 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 高2

5 三菱養和ＳＳ 1297 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1295 鈴木　信裕 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 高3

1299 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 高1
1296 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 高2

6 Nalu Aquatic 845 堀籠　大輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 高3
NaluAC 高校 848 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高1

847 中島　武海 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 高2
844 金井　佑馬 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 高3

7 金沢ＳＣ西泉 2242 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 高3
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 高校 2243 刈本　天斗 ｶﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ 高2

2245 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 高1
2244 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高2

8 郡山インター 248 横山　一輝 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高3
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 249 大宮　隆之 ｵｵﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 高2

251 江川　裕輝 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高1
250 鈴木　皓大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 高2
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