
第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.169 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:14.73
１３～１４歳        大会記録  3:37.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 尾鷲ＳＣ 2044 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 中3
ｵﾜｾSC 中学 2046 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中3

2045 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 中3
2042 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 中3

2 スウィン大宮 399 柳川　陽登 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 中3
SWｵｵﾐﾔ 中学 401 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 中2

403 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 中2
400 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 中2

3 ダイクレＳＣ 2643 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 中3
ﾀﾞｲｸﾚSC 中学 2645 楠　　慈英 ｸｽﾉｷ ｼﾞｴｲ 中3

2644 田中　大尊 ﾀﾅｶ ﾀｲｿﾝ 中3
2646 松谷　晃汰 ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ 中2

4 東京ＳＣ 926 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 925 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中2

922 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中3
923 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 中3

5 ｽｳｨﾝ宇都宮 279 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 中1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 277 角田　敦史 ｶｸﾀ ｱﾂｼ 中2

280 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 中1
276 古川　　陽 ﾌﾙｶﾜ ﾋｶﾙ 中3

6 児島水泳倶楽部 2635 吉井　颯良 ﾖｼｲ ｿﾗ 中3
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 中学 2636 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 中2

2634 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 中3
2633 三宅　由展 ﾐﾔｹ ﾖｼﾉﾌﾞ 中3

7 金田ＳＣ 853 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 中学 854 宇根　勇輝 ｳﾈ ﾕｳｷ 中2

856 川邉　裕喜 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 中2
855 小林　孝輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 中2

8 コナミ西宮 2446 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 中3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2447 小髙　滉人 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ 中2

2449 古里匡志朗 ﾌﾙｻﾄ ｷｮｳｼﾛｳ 中2
2448 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 中2
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第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.169 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:14.73
１３～１４歳        大会記録  3:37.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 ｾﾝﾄﾗﾙ成城 1143 常盤　大地 ﾄｷﾜ ﾀｲﾁ 中3
ｾ･ｾｲｼﾞｮｳ 中学 1145 髙橋　　慧 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 中2

1146 板場　貴大 ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 中1
1144 小林　和矢 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 中3

2 三菱養和ＳＳ 棄権
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 833 西村　一輝 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 832 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 中3

835 加藤　裕彌 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 中2
831 端野　裕郁 ﾊﾅﾉ ﾋﾛﾌﾐ 中3

4 ビート唐津 2827 横田　　航 ﾖｺﾀ ﾜﾀﾙ 中3
ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ 中学 2825 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 中3

2828 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 中1
2826 末次　元希 ｽｴﾂｸﾞ ｹﾞﾝｷ 中3

5 NECGSC玉川 1291 山崎　里緒 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 中3
NECGSC T 中学 1293 高橋　　夏 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂ 中2

1294 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 中2
1292 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中2

6 ｽｳｨﾝ南越谷 626 赤荻　　俊 ｱｶｵｷﾞ ｼｭﾝ 中2
SWﾅﾝｺｼ 中学 624 青木　稜治 ｱｵｷ ﾘｮｳｼﾞ 中3

627 藤木　風太 ﾌｼﾞｷ ﾌｳﾀ 中2
625 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 中2

7 ダッシュ新津 1699 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 中3
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 中学 1702 石﨑　陸人 ｲｼｻﾞｷ ﾘｸﾄ 中2

1701 渋谷　龍雅 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｶﾞ 中3
1700 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 中3

8 燕中 1657 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 中2
ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ 中学 1655 霜鳥　拓未 ｼﾓﾄﾘ ﾀｸﾐ 中3

1658 高林　　晶 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 中1
1656 鳥部　恭平 ﾄﾘﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 中3
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第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.169 男子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:14.73
１３～１４歳        大会記録  3:37.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 下妻ＳＣ 217 佐藤　浩輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 中2
ｼﾓﾂﾏSC 中学 215 植竹　亮太 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ 中3

218 鈴木　恭平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 中2
216 野部　　慎 ﾉﾍﾞ ﾏｺﾄ 中2

2 藤村ＳＳ 1000 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 997 且田　幸義 ｶﾂﾀ ﾕｷﾖｼ 中3

998 山﨑　　輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 中2
996 石原　　音 ｲｼﾊﾗ ｵﾄ 中3

3 枚方ＳＳ 2317 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2319 藤田　智貴 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ 中2

2316 達山嵩一朗 ﾀﾂﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中3
2318 勝島　優凜 ｶﾂｼﾏ ﾕｳﾘ 中3

4 コナミ北浦和 449 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 448 市毛　将翔 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ 中3

447 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 中3
451 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 中1

5 ｻﾝｹｲST 2375 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 中3
ｻﾝｹｲST 中学 2374 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 中3

2376 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 中3
2377 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 中2

6 名鉄Ｓ新瀬戸 1975 三浦　優汰 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 中2
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 1974 山田　将輝 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｷ 中3

1973 美濃崎麗斗 ﾐﾉｻｷ ﾚｲﾄ 中3
1976 稲垣　達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 中2

7 ＪＳＳ八王子 1206 西川　駿也 ﾆｼｶﾜ ｼｭﾝﾔ 中3
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1207 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 中3

1210 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 中1
1208 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 中2

8 コナミ三田 2489 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 中3
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 2488 酒井　睦渡 ｻｶｲ ﾁｶﾄ 中3

2491 牟田　昇平 ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ 中2
2492 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 中2
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