
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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
13～14歳            大会記録  3:52.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 かしまＡＺ 1572 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中1

ｶｼﾏAZ 中学 1570 菅野　　翔 ｽｶﾞﾉ ｶｹﾙ 中1
1571 江鳩　直希 ｴﾊﾞﾄ ﾅｵｷ 中1
1569 伊藤　隼暉 ｲﾄｳ ﾊﾔｷ 中2

2 ｽｳｨﾝあざみ 432 中里　　護 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏﾓﾙ 中1
SWｱｻﾞﾐ 中学 431 大河内健成 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｾｲ 中2

430 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中2
429 小林　星羅 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾗ 中2

3 サンダーＳＳ 3398 池田　　悠 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 中2
ｻﾝﾀﾞｰSS 中学 3397 冨永　和希 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 中2

3401 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 中2
3400 石川　智浩 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 中2

4 KONAMI西葛西 1281 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 中1
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

1279 酒巻　龍志 ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ 中2
1277 長尾　健太 ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ 中2

5 スウィン館林 415 三井　大地 ﾐﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 中1
SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 中学 413 山崎　礼央 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｵ 中2

414 田辺　祐基 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 中2
412 川島　稜太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 中2

6 浜名湖ＳＳ 2354 鈴木　幹拓 ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ 中2
ﾊﾏﾅｺSS 中学 2352 飯田　一成 ｲｲﾀﾞ ｲｯｾｲ 中2

2353 矢持　郁麿 ﾔﾓﾁ ｲｸﾏ 中2
2355 戸崎　　祐 ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ 中2

7 むそたＳＣ 3224 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 中2
ﾑｿﾀSC 中学 3222 成川　椋太 ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中2

3223 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 中2
3225 服部　　仁 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞﾝ 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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
13～14歳            大会記録  3:52.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 1208 溝上　壽人 ﾐｿﾞｶﾐ ｶｽﾞﾄ 中2

ｾ･ｶﾐｲｹ 中学 1209 長谷川太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 中2
1207 谷田部大樹 ﾔﾀﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 中2
1206 川原　春海 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 中2

2 成増ロンド 1517 角田　敬正 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1516 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 中2

1519 元田　隼斗 ﾓﾄﾀﾞ ﾊﾔﾄ 中1
1515 井上　雄喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中2

3 ｲﾄﾏﾝ宮の森 60 原　　慶幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 中1
ｲﾄ･ﾐﾔﾉﾓﾘ 中学 59 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 中2

61 中西秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中1
58 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中2

4 東京ＳＣ 1121 高野　拓己 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1123 吉田　大蔵 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ 中2

1126 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 中1
1122 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ福生 1215 河原賢太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ 中学 1216 小橋　世快 ｺﾊﾞｼ ｾｶｲ 中2

1217 大野　純平 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中1
1214 瀬沼　和徳 ｾﾇﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 中2

6 神鉄ＳＳ 3112 藤川　尚輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 中2
ｼﾝﾃﾂSS 中学 3114 上中　幸哉 ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ 中1

3113 古川　　亮 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 中2
3111 丸山　栄一 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁ 中2

7 スウィン高崎 444 信澤　俊介 ﾉﾌﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 中2
SWﾀｶｻｷ 中学 443 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 中2

442 武井　弘樹 ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 中2
445 島方　悠介 ｼﾏｶﾀ ﾕｳｽｹ 中2

8 Ｂ＆Ｇ高島 2665 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 中2
B&Gﾀｶｼﾏ 中学 2664 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 中2

2667 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 中1
2666 加藤　鴻佑 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
13～14歳            大会記録  3:52.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 NECGSC溝の口 2017 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 中2

NECGSC M 中学 2018 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 中2
2014 井上　広稀 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ 中2
2015 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 中2

2 ＫＳＧミドリ 3308 和田　拓也 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 中3
KSGﾐﾄﾞﾘ 中学 3310 下宮　秀斗 ｼﾓﾐﾔ ｼｭｳﾄ 中2

3307 林　　寛人 ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ 中3
3309 金川　悠太 ｶﾈｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 中2

3 新代田ＳＳ 1436 明石　尚之 ｱｶｼ ﾅｵﾕｷ 中2
ｼﾝﾀﾞｲﾀSS 中学 1439 前野　寛太 ﾏｴﾉ ｶﾝﾀ 中2

1437 ﾌﾞﾚｯﾄｼｪｰﾝ ﾌﾞﾚｯﾄ ｼｪｰﾝ 中2
1438 大槻　星治 ｵｵﾂｷ ｾｲｼﾞ 中2

4 イ ト マ ン 2787 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2789 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 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 枚方ＳＳ 2922 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2925 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 中1

2921 吉田亘太郎 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 中2
2920 相浦　優大 ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 中2

6 KONAMI三田 3119 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3116 降矢　　信 ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ 中2

3118 山城　憲治 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ 中1
3117 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 中1

7 蔵王ＳＳ 3301 石岡　駿斗 ｲｼｵｶ ﾊﾔﾄ 中2
ｻﾞｵｳSS 中学 3303 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 中2

3302 福山　　傑 ﾌｸﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 中2
3300 藤井　義道 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾐﾁ 中2

8 東京ＤＣ 1185 篠塚　　健 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝ 中2
ﾄｳｷｮｳDC 中学 1186 石村　大華 ｲｼﾑﾗ ﾋﾛｶ 中1

1182 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 中2
1184 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
13～14歳            大会記録  3:52.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 三菱養和ＳＳ 1303 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 中2

ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1305 齋藤　功大 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 中1
1304 宇野　　亮 ｳﾉ ﾘｮｳ 中2
1301 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 中2

2 ＪＳＳ八王子 1545 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1543 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 中2

1544 石川　雄大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
1547 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 中1

3 マリン舎人 1613 赤坂　祐樹 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 中1
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 中学 1611 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 中2

1612 佐藤　　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中1
1609 坂本　翔太 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中3

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

5 児島水倶楽部 3290 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 中1
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 中学 3286 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 中2

3288 前野　克弥 ﾏｴﾉ ｶﾂﾔ 中2
3289 星島　貴志 ﾎｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中2

6 スウィン埼玉 664 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 中2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 662 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

666 田添　弘昭 ﾀｿﾞｴ ﾋﾛｱｷ 中1
665 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中1

7 ジャパン丸亀 3369 詫間　健矢 ﾀｸﾏ ｹﾝﾔ 中2
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 中学 3368 伊達　直也 ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 中2

3370 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 中1
3371 村川　響介 ﾑﾗｶﾜ ｷｮｳｽｹ 中1

8 鶴岡ＳＣ 219 須藤　由隆 ｽﾄｳ ﾖｼﾀｶ 中2
ﾂﾙｵｶSC 中学 218 佐藤　祐大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

220 石塚　大地 ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 中2
217 齋藤　　哲 ｻｲﾄｳ ﾃﾂ 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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
13～14歳            大会記録  3:52.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 SFｻｷﾞﾇﾏ 1994 秋山　将輝 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｷ 中2

SFｻｷﾞﾇﾏ 中学 1996 岡本　真悟 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 中2
1995 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 中2
1997 八橋　健太 ﾔﾂﾊｼ ｹﾝﾀ 中2

2 KONAMI林間 1737 林　　優臣 ﾊﾔｼ ﾏｻｵﾐ 中1
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1734 東郷　海斗 ﾄｳｺﾞｳ ｶｲﾄ 中2

1735 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 中2
1736 平間　祐介 ﾋﾗﾏ ﾕｳｽｹ 中1

3 長井ＳＣ 213 青木　順一 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中2
ﾅｶﾞｲSC 中学 215 紺野　蒼天 ｺﾝﾉ ｱｵｿﾞﾗ 中2

212 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中2
214 手塚　真也 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中2

4 協栄MD座間 2039 荒井　脩斗 ｱﾗｲ ｼｭｳﾄ 中2
KYOEI-Z 中学 2044 熊倉　勇大 ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 中1

2041 小島　侑弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 中2
2040 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 中2

5 周南ＳＣ 3327 井上　直哉 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 中2
ｼｭｳﾅﾝSC 中学 3326 岩川　弘樹 ｲﾜｶﾜ ﾋﾛｷ 中2

3328 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 中2
3330 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 中2

6 スウィン熊谷 535 奈良岡聖也 ﾅﾗｵｶ ﾏｻﾔ 中2
SWｸﾏｶﾞﾔ 中学 536 石井　貴章 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 中2

537 杉山　英介 ｽｷﾞﾔﾏ ｴｲｽｹ 中1
534 大塚　大慶 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ 中2

7 金町ＳＣ 1056 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1053 小日向勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 中2

1054 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 中2
1052 米川　　凱 ﾖﾈｶﾜ ｶｲ 中2

8 福島ＳＳ 286 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 中2
ﾌｸｼﾏSS 中学 287 本田　悠馬 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 中2

288 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 中2
285 本田　祐也 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 中3
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