
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.170 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:14.73
ＣＳ                大会記録  3:25.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 ＡＵＳ－Ｂ 3004 G.Nicholas G.Nicholas
AUS-B 3007 T.James T.James

3005 S.Joshua S.Joshua
3006 S.Cook Zac S.Cook Zac

3 埼玉栄 390 水村　　元 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 387 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 高3

389 寺田　海斗 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 高2
388 山本　拓歩 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾎ 高3

4 花咲徳栄 384 佐藤　克樹 ｻﾄｳ ｶﾂｷ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 381 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 高3

382 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 高3
383 山﨑　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 高3

5 ATSC.YW 1520 神野　彪綺 ｶﾐﾉ ｺｳｷ 高1
ATSC.YW 高校 1518 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 高2

1521 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 高1
1519 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高1

6 ＡＵＳ－Ａ 3002 D.Vincent D.Vincent
AUS-A 3003 F.Damian F.Damian

3009 W.Matthew W.Matthew
3001 C.Kyle C.Kyle

7

8

9
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.170 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:14.73
ＣＳ                大会記録  3:25.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 湘南工大附 1281 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 高2

ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1277 橘　　知毅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ 高3
1283 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 高1
1279 田所　　輝 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋｶﾙ 高3

1 西城陽高校 2125 遠藤　　創 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 2124 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 高3

2129 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 高1
2127 伊藤　　学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 高2

2 中京大中京高 1866 佐々木健太郎 ｻｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1869 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高2

1865 石川　　稜 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3
1864 五藤　惠輔 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 高3

3 市尼崎高 2389 金山　強起 ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 2390 石富　　凌 ｲｼﾄﾐ ﾘｮｳ 高3

2391 山村　真毅 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｷ 高2
2388 森岡　直紀 ﾓﾘｵｶ ﾅｵｷ 高3

4 和歌山北高校 2559 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 2558 木下　和樹 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ 高3

2557 仲岡　唯斗 ﾅｶｵｶ ﾕｲﾄ 高3
2560 小谷　智也 ｺﾀﾆ ﾄﾓﾔ 高2

5 洛南高校 2103 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 高2
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2099 片岡　誠也 ｶﾀｵｶ ｾｲﾔ 高3

2102 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高2
2104 坂本　魁生 ｻｶﾓﾄ ｶｲ 高2

6 コナミ西宮 2445 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 高1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2442 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 高2

2441 齋藤　優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 高3
2443 上田テリエン亜良 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ 高2

7 名古屋高 1859 平子　貴一 ﾋﾗｺ ｷｲﾁ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1861 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

1857 森本　祥之 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 高3
1862 三輪　亮介 ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 高1

8 関西高 棄権
ｶﾝｾﾞｲｺｳ 高校

9 九産大九州高 2766 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 2764 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高1

2763 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 高1
2760 植田　一輝 ｳｴﾀﾞ ｲｯｷ 高2
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スタートリスト

競技No.170 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:14.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 東北学院 91 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 高1

ｶﾞｸｲﾝ 高校 86 田邊　　慧 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 高3
90 遠藤　一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 高2
88 吉越　隆樹 ﾖｼｺｼ ﾘｭｳｷ 高2

1 豊川高 2006 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2009 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高2

2012 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 高1
2010 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 高1

2 Nalu Aquatic 707 横井　　礼 ﾖｺｲ ﾚｲ 高2
NaluAC 高校 706 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 高3

708 金子　　卓 ｶﾈｺ ｽｸﾞﾙ 高1
705 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高3

3 三菱養和ＳＳ 1047 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1050 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 高1

1049 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 高3
1048 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 高3

4 NECGSC溝の口 1565 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 高3
NECGSC M 高校 1568 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 高1

1567 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高2
1566 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2

5 Ｓｔｙｌｅ１ 1018 上山　智之 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 高3
Style1 高校 1021 望月　利希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 高2

1020 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 高3
1019 伊能　　龍 ｲﾉｳ ﾘｭｳ 高3

6 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1425 岡田　大季 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1424 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高1

1423 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 高2
1426 徳橋宗一郎 ﾄｸﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 中3

7 コナミ海老名 1401 塩川　　拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ 高3
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 高校 1399 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 高3

1400 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高3
1402 浜崎　　駆 ﾊﾏｻｷ ｶｹﾙ 高2

8 スウィン深谷 490 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 高2
SWﾌｶﾔ 高校 493 田島　宏将 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ 高1

489 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高2
492 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 高2

9 関大北陽 2170 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2165 塚本　雄人 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3

2169 坂井　勝真 ｻｶｲ ｼｮｳﾏ 高1
2168 藤本　達樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ 高2
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スタートリスト

競技No.170 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:14.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 京都外大西高 2112 藤本　　凌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 高3

KGN 高校 2113 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 高2
2115 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高1
2114 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高1

1 カワサキＳＣ 1353 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高3
kawasaki 高校 1354 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 高3

1355 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 高3
1357 豊田　将大 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2

2 マリン舎人 1241 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1238 福田　裕也 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾔ 高3

1239 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 高3
1240 清野　　亘 ｷﾖﾉ ﾜﾀﾙ 高2

3 太成学院大高 2185 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2177 中川　薫平 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ 高3

2183 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 高2
2184 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高1

4 イ ト マ ン 2210 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2214 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 高1

2217 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高1
2211 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 高2

5 多摩ＩＳＣ 1155 飯島　康太 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高3
TAMAisc 高校 1158 前田　隼佑 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高2

1159 滝　　真弥 ﾀｷ ｼﾝﾔ 高1
1157 竹越　洋介 ﾀｹｺｼ ﾖｳｽｹ 高2

6 柏洋・柏 715 山本　貴庸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 高3
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 717 河合　涼介 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 高2

718 井上　創太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 高2
719 森谷　　丈 ﾓﾘﾔ ｼﾞｮｳ 中3

7 サンダーＳＳ 2709 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 高1
ｻﾝﾀﾞｰSS 高校 2708 石川　智浩 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高1

2706 脇坂健之介 ﾜｷｻｶ ｹﾝﾉｽｹ 高3
2707 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 高2

8 協栄MD 1483 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高2
KYOEI MD 1480 斉藤　晃輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 高3

1481 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ 高3
1485 橋本丈一郎 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁﾛ 中3

9 大体大浪商 2161 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2160 豊田　　壮 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 高3

2162 尾崎　友樹 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 高1
2159 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 高3
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スタートリスト

競技No.170 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:14.73
ＣＳ                大会記録  3:25.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 667 落合　孝充 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾐﾂ 高2

ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 666 柴田　伍郎 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ 高3
668 沢藤　正喜 ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｷ 高1
669 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 中3

1 太陽教育ＳＣ 904 ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ 高1
T･K･S･C 高校 903 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 高2

901 佐久間健輔 ｻｸﾏ ｹﾝｽｹ 高2
902 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 高2

2 イトマン横浜 1469 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高校 1466 千田　歩夢 ﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ 高3

1468 田代　一馬 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ 高3
1467 北島　滉太 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高3

3 東京ドーム 1172 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 高3
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 1171 松林　俊樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 高3

1175 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 高2
1173 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 高2

4 ｽｳｨﾝ南越谷 622 生形　優弥 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳﾔ 高3
SWﾅﾝｺｼ 高校 621 野口　龍星 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 高3

623 佐々木陽巳 ｻｻｷ ﾊﾙﾐ 高2
620 久保　　充 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾙ 高3

5 あかやまＳＳ 193 福井　啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 高3
ｱｶﾔﾏSS 高校 194 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 高2

191 大竹　宏樹 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 高3
192 秋元　郁哉 ｱｷﾓﾄ ﾌﾐﾔ 高3

6 スウィン埼玉 559 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 高1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 560 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中3

561 田添　弘昭 ﾀｿﾞｴ ﾋﾛｱｷ 中3
556 島村健太郎 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

7 京都文教高 2107 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
K.Bunkyo 高校 2106 加藤　雄三 ｶﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ 高3

2108 森田　路典 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾉﾘ 高2
2109 八木　駿斗 ﾔｷﾞ ﾊﾔﾄ 高2

8 スウィン大宮 394 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 高3
SWｵｵﾐﾔ 396 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高2

398 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 中3
397 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1

9 市川高校 2395 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2399 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 高1

2398 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 高1
2393 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高3
Page: 5/5 Printing: 2013/08/29 10:27:33

兵  庫

加　盟

茨  城

埼  玉

京  都

埼  玉

東  京

神奈川

東  京

埼  玉

千  葉


