
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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ＡＵＳ－Ａ 3004 G.Nicholas G.Nicholas

AUS-A 3009 W.Matthew W.Matthew
3003 F.Damian F.Damian
3001 C.Kyle C.Kyle

1 日体荏原 826 三村　逸人 ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 825 松下　真清 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾔ 高3

827 手塚　啓太 ﾃﾂﾞｶ ｹｲﾀ 高3
824 野久保淳也 ﾉｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

2 多治見西高 2061 安藤　　樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高2
ﾀｼﾞﾐﾆｼｺｳ 高校 2059 加藤　　遥 ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 高3

2062 長沼　大輝 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 高1
2060 中島　拓海 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ 高3

3 湘南工大附 1282 村上　鉄平 ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1280 常盤　竜矢 ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾔ 高2

1277 橘　　知毅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ 高3
1281 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 高2

4 東北学院 87 遠藤　佑亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 高3
ｶﾞｸｲﾝ 高校 90 遠藤　一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 高2

91 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ 高1
88 吉越　隆樹 ﾖｼｺｼ ﾘｭｳｷ 高2

5 コナミ西宮 2441 齋藤　優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2444 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 高1

2442 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 高2
2443 上田テリエン亜良 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ 高2

6 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 11 林　　春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 高2
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 高校 10 内山　隼太 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 高3

12 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 高2
9 後藤　　祭 ｺﾞﾄｳ ﾏﾂﾘ 高3

7 愛工大名電高 1965 上釜　李介 ｳｴｶﾏ ﾘｽｹ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1963 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 高2

1964 佐藤　雄也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高1
1962 犬飼　丈幾 ｲﾇｶｲ ﾀｹｷ 高3

8 ATSC.YW 1519 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 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
1520 神野　彪綺 ｶﾐﾉ ｺｳｷ 高1

9 ＡＵＳ－Ｂ 3007 T.James T.James
AUS-B 3006 S.Cook Zac S.Cook Zac

3002 D.Vincent D.Vincent
3005 S.Joshua S.Joshua
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スタートリスト

競技No.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 飛龍高校 1764 阿部　正幸 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 高3

ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1763 望月　颯太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ 高3
1765 佐藤　悠斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 高2
1767 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高1

1 中京大中京高 1865 石川　　稜 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 高3
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1868 花村　架怜 ﾊﾅﾑﾗ ｶｻﾞﾄ 高2

1867 稲垣　皓大 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 高2
1869 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高2

2 柏洋・柏 716 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 高校 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
715 山本　貴庸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 高3

3 Ｓｔｙｌｅ１ 1022 中山　瑞稀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
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
1018 上山　智之 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 高3

4 郡山南ｲﾝﾀｰ 162 金成　皓希 ｶﾅﾘ ｺｳｷ 高2
ｺｵﾘﾔﾏﾐﾅﾐ 高校 160 中野　元廉 ﾅｶﾉ ﾓﾄﾔｽ 高2

161 本間　丈司 ﾎﾝﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 高2
159 江川　裕輝 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高3

5 協栄MD 1480 斉藤　晃輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 高3
KYOEI MD 高校 1482 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 高2

1483 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高2
1481 佐保　光祐 ｻﾎ ｺｳｽｹ 高3

6 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 768 足助　澪弥 ｱｽｹ ﾚｲﾔ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 764 石田　圭一 ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 高2

765 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 高2
766 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 高2

7 ＪＳＳ三木 2423 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 高2
JSSﾐｷ 高校 2420 近藤　直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 高3

2421 藤原　秀朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 高2
2422 森岡　伸悟 ﾓﾘｵｶ ｼﾝｺﾞ 高2

8 洛南高校 2099 片岡　誠也 ｶﾀｵｶ ｾｲﾔ 高3
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2101 奥村　　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ 高3

2100 中村　修治 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 高3
2102 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

9 関大一 2153 堀下弘吉郎 ﾎﾘｼﾀ ｺｳｷﾁﾛｳ 高2
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 高校 2151 齋藤　秀吉 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ 高3

2154 大橋　佳祐 ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ 高1
2152 北之坊知樹 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ 高3
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ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 名古屋高 1858 西岡　疾風 ﾆｼｵｶ ﾊﾔﾃ 高3

ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1860 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高2
1857 森本　祥之 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 高3
1863 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 高1

1 市川高校 2396 久保　勇登 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2394 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 高3

2395 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
2393 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高3

2 多摩ＩＳＣ 1159 滝　　真弥 ﾀｷ ｼﾝﾔ 高1
TAMAisc 高校 1156 坂口　　稜 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ 高2

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

3 浜名湖ＳＳ 1819 矢持　京之 ﾔﾓﾁ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾊﾏﾅｺSS 1823 菅沼　宏太 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾀ 中3

1821 矢持　郁麿 ﾔﾓﾁ ｲｸﾏ 高1
1820 小田切堅太郎 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 高3

4 スウィン大宮 397 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1
SWｵｵﾐﾔ 高校 395 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 高3

396 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高2
394 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 高3

5 イトマン港北 1529 木坂　　楓 ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ 高3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1531 木下　海生 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 高2

1532 津藤　　走 ﾂﾄｳ ｶｹﾙ 高2
1530 小澤　大輝 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高2

6 スウィン深谷 489 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高2
SWﾌｶﾔ 高校 491 大村　宗平 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 高2

490 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 高2
492 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 高2

7 スウィン埼玉 555 古藤　　樹 ｺﾄｳ ﾀﾂｷ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 558 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1

557 須藤　優太 ｽﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高2
560 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中3

8 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 2167 橋本　凌輔 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高2

2166 東谷　直明 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾅｵｱｷ 高2
2165 塚本　雄人 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3

9 九産大九州高 2764 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 2765 田中　優一 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 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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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 豊川高 2009 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高2

ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2007 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高2
2011 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 高1
2006 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 高2

1 東京ドーム 1173 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 高2
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 1174 須藤　大貴 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高2

1176 三枝　寛治 ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ 高1
1172 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 高3

2 NECGSC溝の口 1566 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
NECGSC M 高校 1570 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 高1

1567 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高2
1565 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 高3

3 太成学院大高 2184 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2180 河島　　渉 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 高2

2182 貝桝　晴哉 ｶｲﾏｽ ｾｲﾔ 高2
2177 中川　薫平 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ 高3

4 イ ト マ ン 2212 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2209 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 高3

2211 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 高2
2210 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高3

5 アテナＡＭＣ 512 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 高1
Athena 高校 510 岩崎　　慶 ｲﾜｻｷ ｹｲ 高2

511 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 高1
509 西岡　泰成 ﾆｼｵｶ ﾀｲｾ 高3

6 カワサキＳＣ 1356 矢澤　優人 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高2
kawasaki 高校 1355 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 高3

1353 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高3
1354 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 高3

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1422 渡辺　将吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 高2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 高校 1421 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

1423 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 高2
1424 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高1

8 関西高 2625 中道　　開 ﾅｶﾐﾁ ｶｲ 高3
ｶﾝｾﾞｲｺｳ 高校 2627 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 高2

2624 三宅　啓介 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ 高3
2628 西﨑丈太郎 ﾆｼｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1

9 長岡大手 1645 小諸　和真 ｺﾓﾛ ｶｽﾞﾏ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1644 中野　秀哉 ﾅｶﾉ ｼｭｳﾔ 高3

1646 熊谷　和哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 高2
1643 山崎　　涼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 高3
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