
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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:58.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ｽｳｨﾝ宇都宮 280 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 中1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 278 髙橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 中2

279 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 中1
276 古川　　陽 ﾌﾙｶﾜ ﾋｶﾙ 中3

2 かしまＡＺ 1227 長瀬　勇太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 中2
ｶｼﾏAZ 中学 1226 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

1225 江鳩　直希 ｴﾊﾞﾄ ﾅｵｷ 中3
1228 藤井　竜輝 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｷ 中1

3 アテナＡＭＣ 515 渋谷　怜於 ｼﾌﾞﾔ ﾚｵ 中2
Athena 中学 514 樋口　裕貴 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 中3

513 中西秀一朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中3
516 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 中2

4 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 2644 田中　大尊 ﾀﾅｶ ﾀｲｿﾝ 中3

2645 楠　　慈英 ｸｽﾉｷ ｼﾞｴｲ 中3
2646 松谷　晃汰 ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ 中2

5 スウィン大宮 400 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 中2
SWｵｵﾐﾔ 中学 401 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 中2

399 柳川　陽登 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 中3
403 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 中2

6 児島水泳倶楽部 2634 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 中3
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 中学 2633 三宅　由展 ﾐﾔｹ ﾖｼﾉﾌﾞ 中3

2636 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 中2
2635 吉井　颯良 ﾖｼｲ ｿﾗ 中3

7 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 2490 伊藤　　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 中2

2488 酒井　睦渡 ｻｶｲ ﾁｶﾄ 中3
2492 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:58.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 藤村ＳＳ 995 本田　直也 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 999 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 中2

996 石原　　音 ｲｼﾊﾗ ｵﾄ 中3
1000 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 中1

2 三菱養和ＳＳ 棄権
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ

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

4 コナミ北浦和 450 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 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

449 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 中3
451 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 中1

5 ＪＳＳ八王子 1207 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 中3
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1208 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 中2

1210 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 中1
1206 西川　駿也 ﾆｼｶﾜ ｼｭﾝﾔ 中3

6 枚方ＳＳ 2316 達山嵩一朗 ﾀﾂﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2317 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 中3

2320 平塚　一輝 ﾋﾗﾂｶ ｲｯｷ 中2
2319 藤田　智貴 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ 中2

7 岡崎竜城ＳＣ 1879 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1881 畑野　良将 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ 中2

1878 菅田　慎悟 ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 中2
1880 林　　和磨 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 中2

8 アブロスＳＣ 23 阿部　尋斗 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 中2
ｱﾌﾞﾛｽSC 中学 21 高橋　海人 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 中3

22 藤村　尚也 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 中3
20 桜井　　凌 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:58.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 ビート唐津 2829 坂村　嘉宣 ｻｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 中1
ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ 中学 2825 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 中3

2827 横田　　航 ﾖｺﾀ ﾜﾀﾙ 中3
2826 末次　元希 ｽｴﾂｸﾞ ｹﾞﾝｷ 中3

2 スウィン前橋 358 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 中2
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 356 石栗　脩人 ｲｼｸﾞﾘ ｼｭｳﾄ 中3

359 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 中2
357 並木　　光 ﾅﾐｷ ﾋｶﾙ 中2

3 金町ＳＣ 875 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 877 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 中1

876 涌本明日翔 ﾜｸﾓﾄ ｱｽｶ 中2
874 武田夢宇葵 ﾀｹﾀﾞ ﾑｳｱ 中3

4 東京ＳＣ 924 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 922 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中3

926 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 中2
923 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 中3

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 832 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 中3
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 834 渡辺　貫太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 中2

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

6 ＢＩＧ棒屋 1805 菅沼伸太郎 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
BIGﾎﾞｳﾔ 中学 1806 上田　航司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中3

1804 伊熊　将永 ｲｸﾏ ﾏｻﾅｶﾞ 中3
1807 中本崇一郎 ﾅｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2

7 コナミ西葛西 1037 金子　遼司 ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ 中3
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1036 生澤　　樹 ｲｸｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 中3

1038 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 中2
1039 永井　雄斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 中1

8 ダッシュ新津 1703 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 中1
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 中学 1700 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 中3

1702 石﨑　陸人 ｲｼｻﾞｷ ﾘｸﾄ 中2
1699 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 中3
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