
第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.152 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:09.15
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＪＳＳ八王子 1520 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 中1
JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1518 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 中2

1517 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 中2
1519 金　　丈流 ｷﾝ ﾀｹﾙ 中2

4 藤村ＳＳ 1211 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1208 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 中2

1212 西口　大河 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 中1
1206 山﨑　　輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 中2

5 コナミ北浦和 522 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 523 松井　元輝 ﾏﾂｲ ﾓﾄﾃﾙ 中1

525 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 中1
524 鎌田　優吾 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 中1
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7

8
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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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.152 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:09.15
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 コナミ高知 3383 坂本　優大 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 中1
ｺﾅﾐｺｳﾁ 中学 3384 渋谷　勇樹 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ 中1

3382 高橋　知希 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 中2
3381 矢野　智久 ﾔﾉ ﾄﾓﾋｻ 中2

3 鶴岡ＳＣ 194 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 中1
ﾂﾙｵｶSC 中学 193 菅原　　稜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 中2

192 門脇　正知 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ 中2
195 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 中1

4 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 2198 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 中2
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 中学 2199 三田　健輔 ﾐﾀ ｹﾝｽｹ 中1

2196 大田　一希 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 中2
2197 渡辺　和生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 中2

5 豊田ＳＳ 2366 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 中2
ﾄﾖﾀSS 中学 2365 小島　　陸 ｺｼﾞﾏ ﾘｸ 中2

2367 矢部　克哉 ﾔﾍﾞ ｶﾂﾔ 中1
2364 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 中2

6 ＫＳＧ柳川 3470 島﨑　　廉 ｼﾏｻｷ ﾚﾝ 中2
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 中学 3473 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 中1

3472 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 中1
3471 古賀　英都 ｺｶﾞ ｴｲﾄ 中2

7 はるおか水巻 3462 永野　泰紀 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｷ 中2
ﾊﾙｵｶﾐｽﾞﾏ 中学 3464 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 中2

3463 園田　凌平 ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2
3465 野元　一真 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 中1

8

Page: 2/5 Printing: 2014/03/29 11:13:15

静  岡

愛  知

福  岡

福  岡

加　盟

高  知

山  形



第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.152 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:09.15
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 コナミ西葛西 1255 永井　雄斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 中1

ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1252 岩本　啓汰 ｲﾜﾓﾄ ｹｲﾀ 中2
1253 竹鼻　幹太 ﾀｹﾊﾅ ｶﾝﾀ 中2
1254 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 中2

2 ｽｳｨﾝ宇都宮 340 角田　敦史 ｶｸﾀ ｱﾂｼ 中2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 343 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 中1

341 髙橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 中2
342 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 中1

3 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 23 宇山　輝洋 ｳﾔﾏ ﾃﾙﾋﾛ 中2
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 中学 20 紺野　椋菖 ｺﾝﾉ ﾘｮｳｼｮｳ 中2

22 佐藤　宏太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 中2
21 平尾　聡理 ﾋﾗｵ ｻﾄﾘ 中2

4 金田ＳＣ 1014 宇根　勇輝 ｳﾈ ﾕｳｷ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 中学 1015 小林　孝輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 中2

1016 川邉　裕喜 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 中2
1013 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 中2

5 坂出伊藤ＳＳ 3320 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 中2
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 3321 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 中2

3322 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 中2
3324 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 中1

6 コナミ林間 1686 坂本　　輝 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ 中2
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1687 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1

1685 松本　尚己 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 中2
1689 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 中1

7 スウィン東光 563 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 中1
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 中学 562 小暮　悠雅 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾏ 中2

560 冨澤　俊介 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 中2
561 花井　幹司 ﾊﾅｲ ｶﾝｼﾞ 中2

8 ｽｳｨﾝ南越谷 718 赤荻　　俊 ｱｶｵｷﾞ ｼｭﾝ 中2
SWﾅﾝｺｼ 中学 717 田中　航希 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 中2

719 藤木　風太 ﾌｼﾞｷ ﾌｳﾀ 中2
720 山崎　吏恩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵﾝ 中1
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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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.152 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:09.15
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 NECGSC玉川 1662 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 中2

NECGSC T 中学 1663 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中1
1661 高橋　　夏 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂ 中2
1660 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 中2

2 コナミ三田 3048 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 中2
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3046 牟田　昇平 ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ 中2

3049 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 中1
3047 穴瀬　龍汰 ｱﾅｾ ﾘｭｳﾀ 中2

3 パルワカヤマ 3135 森下　　尚 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ 中1
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 中学 3134 井上　俊哉 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾔ 中2

3136 宮本　竜成 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 中1
3133 中谷　太一 ﾅｶﾀﾆ ﾀｲﾁ 中2

4 コナミ西宮 2992 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2991 小髙　滉人 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ 中2

2993 古里匡志朗 ﾌﾙｻﾄ ｷｮｳｼﾛｳ 中2
2994 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 中2

5 スウィン大宮 450 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 中2
SWｵｵﾐﾔ 中学 451 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 中2

454 田中　康平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 中2
453 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 中2

6 ＮＳＩ舞子 3033 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 中1
NSIﾏｲｺ 中学 3030 福田　裕輝 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 中2

3032 畑中　波音 ﾊﾀﾅｶ ﾊｵﾝ 中2
3031 芝本　夕海 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ 中2

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 991 西村　一輝 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 995 樋口　雄大 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

994 砂子沢祐太 ｲｻｺﾞｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中2
993 加藤　裕彌 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 中2

8 コナミ伏見 2636 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 中2
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2635 田中　皓太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 中2

2634 桑原　将行 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 中2
2633 山口　泰和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾜ 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春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.152 男子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:09.15
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 スウィン加須 600 島田　恵輔 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 中2

SWｶｿﾞ 中学 598 鈴木　　蒼 ｽｽﾞｷ ｿｳ 中2
599 榎本　恵法 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 中2
601 小海　秀剛 ｺｳﾐ ﾋﾃﾞﾀｹ 中2

2 イ ト マ ン 2750 平良　暢崇 ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2745 本田　頼衣 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 中2

2748 井本　海斗 ｲﾓﾄ ｶｲﾄ 中2
2749 平田　大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 中2

3 東京ＳＣ 1118 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1115 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 中2

1117 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中2
1116 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 中2

4 三菱養和ＳＳ 1280 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1279 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 中1

1275 関根　雄太 ｾｷﾈ ﾕｳﾀ 中2
1276 宇野　達哉 ｳﾉ ﾀﾂﾔ 中2

5 岡崎竜城ＳＣ 2352 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2353 畑野　良将 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ 中2

2350 菅田　慎悟 ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 中2
2351 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 中2

6 ＳＭＳＴ 1381 ｶﾅｻﾞﾜﾀｶｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 中2
SMST 中学 1382 ﾌﾞﾗｳﾝｼﾞｮｼｭｱ ﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 中2

1383 ｻﾊﾗﾕｳﾀﾛｳ ｻﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 中2
1384 ﾉﾑﾗﾅｵｷ ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 中2

7 ダッシュ新津 2108 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 2105 石﨑　陸人 ｲｼｻﾞｷ ﾘｸﾄ 中2

2107 猪俣　李成 ｲﾉﾏﾀ ﾘｾｲ 中2
2106 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 中2

8 スウィン前橋 414 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 中2
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 415 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 中2

416 宮武　龍志 ﾐﾔﾀｹ ﾘｭｳｼﾞ 中2
413 並木　　光 ﾅﾐｷ ﾋｶﾙ 中2
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