
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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 金沢ＳＣ西泉 2245 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 高1
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 高校 2243 刈本　天斗 ｶﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ 高2

2242 新保　拓也 ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ 高3
2244 長谷川大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高2

3 菊水ＳＳ 2862 簑田　貴大 ﾐﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 高3
ｷｸｽｲ 高校 2861 宮城　英弥 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾔ 高3

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

4 日大高 1686 木坂　　楓 ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1677 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 高3

1684 窪地　洸介 ｸﾎﾞﾁ ｺｳｽｹ 高1
1683 渡辺　拓磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 高2

5 名古屋ＳＣ 2414 成田　峻輔 ﾅﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ 高3
ﾅｺﾞﾔSC 高校 2415 田中　　玄 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 高2

2413 小川　勇登 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高3
2416 西尾　拓治 ﾆｼｵ ﾀｸｼﾞ 高1

6 イ ト マ ン 2775 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2777 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 高3

2781 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 高1
2782 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高1

7 中京大中京高 2407 山内　明晟 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ 高2
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 2406 稲垣　和磨 ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ 高2

2409 髙島　拓也 ﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ 高2
2410 石川　　稜 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＢＳ太宰府 3514 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 高1

BSﾀﾞｻﾞｲﾌ 高校 3513 後藤　滉平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高1
3512 松村　脩平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 高2
3515 岸　　堅介 ｷｼ ｹﾝｽｹ 高1

2 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 棄権
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ

3 かしまＡＺ 1567 伊藤　真平 ｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 高1
ｶｼﾏAZ 1568 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 中3

1565 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 高2
1566 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 高2

4 東北学院 133 遠藤　佑亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 高1
ｶﾞｸｲﾝ 高校 130 郡司　隆寿 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ 高2

131 佐々木二千翔 ｻｻｷ ﾆﾁｶ 高2
132 田邊　　慧 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 高1

5 スウィン大宮 492 阿部　真吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 高2
SWｵｵﾐﾔ 493 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 高2

498 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 中3
494 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

6 京都踏水会 2701 堀田　修平 ﾎｯﾀ ｼｭｳﾍｲ 高2
ﾄｳｽｲｶｲ 高校 2703 本間　　亘 ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ 高2

2702 野吹　洋斗 ﾉﾌﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2
2700 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2

7 スウィン北本 526 加藤　一真 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 中3
SWｷﾀﾓﾄ 525 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 高2

523 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 高3
524 小野川　旭 ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ 高2

8 群馬ＳＳ 388 須川　雅也 ｽｶﾜ ﾏｻﾔ 高2
ｸﾞﾝﾏSS 390 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

387 吉田　匠汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高3
391 天田　雄大 ｱﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

Page: 2/6 Printing: 2012/03/30 11:09:14

群  馬

加　盟

宮  城

埼  玉

京  都

埼  玉

福  岡

千  葉

東  京



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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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 262 佐藤　元希 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 高1
260 猪俣　直也 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ 高2
259 菅家祐太朗 ｶﾝｹ ﾕｳﾀﾛｳ 高2

2 郡山インター 251 江川　裕輝 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高1
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 高校 250 鈴木　皓大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 高2

249 大宮　隆之 ｵｵﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 高2
248 横山　一輝 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 高3

3 原田学園ＳＳ 3626 富田　浩平 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 高2
ﾊﾗﾀﾞSS 高校 3628 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 高2

3629 福地　将理 ﾌｸﾁ ｼｮｳﾘ 高1
3627 外牧　和将 ﾄﾉﾏｷ ｶｽﾞﾏｻ 高2

4 ピュア大和 176 飯坂　隆輝 ｲｲｻﾞｶ ﾘｭｳｷ 高2
ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ 高校 173 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

175 瀬戸　吟次 ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 高2
177 跡部　史浩 ｱﾄﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 高2

5 東京ドーム 棄権
T.ﾄﾞｰﾑ

6 KONAMI海老名 1853 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 高校 1852 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 高1

1851 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 高2
1850 井上　僚也 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 高2

7 NECGSC溝の口 2005 岩田　哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ 高2
NECGSC M 2001 伊東　篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 高3

2013 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 中3
2007 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 高2

8 フィッツＳＣ 2079 金山　孝史 ｶﾅﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 高2
ﾌｨｯﾂSC 2080 宮崎　佑亮 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 中3

2078 米山　智博 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高2
2077 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 高3
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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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 リーズＡＣ 棄権

ﾘｰｽﾞAC

2 報徳 3030 梅澤　涼太 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 高2
ﾎｳﾄｸ 高校 3028 辻上　明徳 ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｱｷﾉﾘ 高3

3033 梅澤　佑輝 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高1
3029 多山　　奨 ﾀﾔﾏ ｼｮｳ 高3

3 飛龍高校 2278 原田　　克 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2280 馬場　拓哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ 高3

2277 中澤　　舜 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 高3
2283 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 高2

4 日大豊山 982 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 980 宇都宮壱基 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 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 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 137 小野　　應 ｵﾉ ﾏｻｼ 高2

138 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
136 小池　祥平 ｺｲｹ ｼｮｳﾍｲ 高2

6 ＳＵＮ網干 3132 木下　周哉 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾔ 高3
SUNｱﾎﾞｼ 高校 3130 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 高3

3133 三宅　惇也 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
3131 尾﨑　隆太 ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ 高3

7 イトマン京都 2724 澤井　尚耶 ｻﾜｲ ﾅｵﾔ 高3
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2726 岸谷　亮佑 ｷｼﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 高2

2728 武田　一星 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中3
2725 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 高2

8 金田ＳＣ 1026 高岡　慎司 ﾀｶｵｶ ｼﾝｼﾞ 高3
ｶﾈﾀﾞSC 高校 1027 富山　周祐 ﾄﾐﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 高2

1029 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 高2
1025 井口廉太郎 ｲｸﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ 高3
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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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 日体荏原 989 三村　逸人 ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高1

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 988 坪井　大樹 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｷ 高1
990 手塚　啓太 ﾃﾂﾞｶ ｹｲﾀ 高1
987 野久保淳也 ﾉｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高1

2 東急ＳＣ 1828 夏目　大志 ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ 中3
ﾄｳｷｭｳSC 1826 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 高2

1823 森　　雅和 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 高3
1824 坂巻　大輝 ｻｶﾏｷ ﾀﾞｲｷ 高2

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

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

4 マリン舎人 棄権
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ

5 市川高校 3021 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高1
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 3015 叶　　颯斗 ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 高2

3019 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 高2
3014 西井　　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 高3

6 ＫＯＳＡＫＡ 2832 小西　雄大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 高1
KOSAKA 高校 2830 宮司　侑佑 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｽｹ 高3

2829 東　　大貴 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 高3
2831 小森　悠斗 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 高2

7 和歌山北高校 3207 寺本　博行 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 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
3206 吉野　悠太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 高3

8 イトマン守口 2842 黒川　翔世 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘﾄｼ 高3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 高校 2843 池下　尊惇 ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ 高3

2846 深見ジェフリー ﾌｶﾐ ｼﾞｪﾌﾘｰ 高1
2845 荻本　雄樹 ｵｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 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.222 男子    400m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 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 450 松崎　勝優 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 高2
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

2 洛南高校 2672 片岡　誠也 ｶﾀｵｶ ｾｲﾔ 高1
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2674 臼井　大貴 ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ 高1

2669 松見　浩史 ﾏﾂﾐ ﾋﾛｼ 高3
2670 細川　大夢 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ 高2

3 三菱養和ＳＳ 1298 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1296 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 高2

1299 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 高1
1297 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高2

4 太成学院大高 2751 井上　裕介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2753 山田　湧介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

2754 公門　和輝 ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ 高2
2750 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 高3

5 豊川高 2550 遠藤　舜弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2553 新谷　一総 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 高1

2545 澁谷　亮磨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 高2
2555 高橋　優人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 高1

6 埼玉栄 棄権
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校

7 桐蔭学園 2052 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 中3
ﾄｳｲﾝ 2050 雨谷　拓矢 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ 高3

2049 天神　　翼 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ 高3
2051 南　　賢明 ﾐﾅﾐ ﾖｼｱｷ 高2

8 スウィン埼玉 658 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 659 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 高2

655 新井　智騎 ｱﾗｲ ﾄﾓｷ 高3
660 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高1
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