
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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 湘南工大附 1635 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1637 塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 高1

1638 八橋　健太 ﾔﾂﾊｼ ｹﾝﾀ 高1
1632 橘　　知毅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ 高3

4 柏洋・柏 棄権
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ

5 京都文教高 2614 加藤　雄三 ｶﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ 高3
K.Bunkyo 高校 2615 河野　修平 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3

2616 森田　路典 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾉﾘ 高2
2618 太田　直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 高1

6

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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 三菱養和ＳＳ 1269 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1273 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高1

1274 宇野　　亮 ｳﾉ ﾘｮｳ 高1
1272 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 高1

3 名古屋高 2328 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2326 林　凌太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高2

2330 平沼　晃多 ﾋﾗﾇﾏ ｺｳﾀ 高1
2327 三輪　亮介 ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 高1

4 市川高校 2936 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2934 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高3

2941 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 高1
2940 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 高1

5 イトマン横浜 1846 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 高2
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高校 1843 千田　歩夢 ﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ 高3

1844 北島　滉太 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高3
1845 田代　一馬 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ 高3

6 東北学院 120 畠山　大地 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 高2
ｶﾞｸｲﾝ 高校 122 遠藤　一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 高2

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

7 カワサキＳＣ 1713 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高3
kawasaki 高校 1717 豊田　将大 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高2

1714 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 高3
1715 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 高3

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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西 1991 矢崎　友哉 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 高2

ﾌﾞﾙｰｺｳｻｲ 1992 望月　智也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 高1
1993 石川　悠大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
1990 陶山　周平 ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 高2

2 駒場 956 宮原　礁太 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高2
ｺﾏﾊﾞ 高校 957 丹野　武蔵 ﾀﾝﾉ ﾑｻｼ 高2

959 大竹　拓信 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾉﾌﾞ 高1
955 髙田真太朗 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高2

3 ＢＳ長住 3437 坂本　悠輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高3
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 高校 3441 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 高1

3439 冨重　圭吾 ﾄﾐｼｹﾞ ｹｲｺﾞ 高1
3438 鵜池　海大 ｳｲｹ ｶｲﾀ 高2

4 パル 彩の台 3144 出口　慎也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
ﾊﾟﾙ ｱﾔﾉ 高校 3141 楠本　瑞希 ｸｽﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高2

3140 吉田　力哉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｷﾔ 高2
3143 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高2

5 和歌山北高校 3126 木下　和樹 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3127 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 高2

3125 仲岡　唯斗 ﾅｶｵｶ ﾕｲﾄ 高3
3129 小谷　智也 ｺﾀﾆ ﾄﾓﾔ 高2

6 太成学院大高 2713 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 2708 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 高2

2707 貝桝　晴哉 ｶｲﾏｽ ｾｲﾔ 高2
2712 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高1

7 協栄ＭＤ 1858 斉藤　晃輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 高3
KYOEI MD 1860 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高2

1863 若林　大樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 中3
1862 橋本丈一郎 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁﾛ 中3

8 九産大九州高 3399 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 3394 服部　季輝 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ 高3

3402 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 高1
3400 増田　成将 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ 高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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東北高校 126 物江　泰昭 ﾓﾉｴ ﾔｽｱｷ 高2

ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高校 125 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 高3
124 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 高3
127 赤石　楓大 ｱｶｲｼ ﾌｳﾀﾞｲ 高2

2 酒田水泳教室 201 渡会　　舜 ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ 高3
ｻｶﾀｽｲｷｮｳ 204 讃岐　昂汰 ｻﾇｷ ｺｳﾀ 中3

203 村上　優真 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 中3
202 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 高2

3 ｻﾝｹｲST 2904 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 高3
ｻﾝｹｲST 2906 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 高2

2905 小林雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高2
2908 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 中3

4 Nalu Aquatic 844 横井　　礼 ﾖｺｲ ﾚｲ 高2
NaluAC 高校 842 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 高3

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

5 周南ＳＣ 3272 福重　浩太 ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ 高2
ｼｭｳﾅﾝSC 3274 山本　宙生 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗｲ 高1

3275 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中3
3273 井上　直哉 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 高1

6 中京大中京高 2335 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高2
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 2333 木村　壮汰 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 高2

2338 西脇　直哉 ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ 高1
2337 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 高1

7 スウィン深谷 554 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 高2
SWﾌｶﾔ 高校 557 田島　宏将 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ 高1

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

8 Ｓｔｙｌｅ１ 1232 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 高3
Style1 高校 1231 伊能　　龍 ｲﾉｳ ﾘｭｳ 高3

1234 中山　瑞稀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
1233 望月　利希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 高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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 772 落合　孝充 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾐﾂ 高2

ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 771 柴田　伍郎 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ 高3
774 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 中3
773 沢藤　正喜 ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｷ 高1

2 太陽教育ＳＣ 1074 ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ 高1
T･K･S･C 1073 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 高2

1072 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 高2
1076 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 中3

3 マリン舎人 1584 清野　　亘 ｷﾖﾉ ﾜﾀﾙ 高2
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 高校 1585 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 高2

1583 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 高3
1586 若葉　大輝 ﾜｶﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 高1

4 日大豊山 965 野口　聖也 ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 966 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 高1

969 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 高1
964 森重　拓朗 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 高2

5 イ ト マ ン 2740 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高1
ｲﾄﾏﾝ 2744 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3

2742 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高1
2734 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高3

6 洛南高校 2609 後藤　　壮 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 高2
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2610 坂本　魁生 ｻｶﾓﾄ ｶｲ 高2

2612 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 高1
2608 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1791 岡田　大季 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 高校 1790 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高1

1789 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 高2
1787 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

8 ＳＡトムｽﾎﾟｰﾂ 1562 前田　隼佑 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高2
SAﾄﾑsp 高校 1559 飯島　康太 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高3

1561 竹越　洋介 ﾀｹｺｼ ﾖｳｽｹ 高2
1563 滝　　真弥 ﾀｷ ｼﾝﾔ 高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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 市尼崎高 2927 金山　強起 ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ 高3

ｲﾁｱﾏ 高校 2929 山村　真毅 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｷ 高2
2928 石富　　凌 ｲｼﾄﾐ ﾘｮｳ 高3
2926 森岡　直紀 ﾓﾘｵｶ ﾅｵｷ 高3

2 ＳＭＳＴ 1380 ﾏｰﾃｨﾝｶｽﾞｷ ﾏｰﾃｨﾝ ｶｽﾞｷ 中3
SMST 1379 ﾌﾞﾚｯﾄｼｪｰﾝ ﾌﾞﾚｯﾄ ｼｪｰﾝ 高1

1377 ﾌﾘﾝﾄﾆｺﾗｽ ﾌﾘﾝﾄ ﾆｺﾗｽ 高3
1378 ﾍﾞｲｸｼﾞｭﾇﾑｰﾝ ﾍﾞｲｸ ｼﾞｭﾇﾑｰﾝ 高2

3 西城陽高校 2626 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 2629 伊崎　暢晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 高1

2627 遠藤　　創 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 高3
2628 伊藤　　学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 高2

4 東京ドーム 1463 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 高3
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 1468 三枝　寛治 ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ 高1

1467 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 高2
1465 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 高2

5 スウィン埼玉 625 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 626 島村健太郎 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2

627 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 高1
629 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中3

6 福島ＳＳ 249 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 高1
ﾌｸｼﾏSS 高校 247 本田　祐也 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 高2

250 佐藤　俊樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 高1
248 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 高1

7 あかやまＳＳ 264 福井　啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 高3
ｱｶﾔﾏSS 高校 265 野田飛雄馬 ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 高2

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

8 コナミ西宮 2988 上田テリエン亜良 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2987 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 高2

2990 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 高1
2986 齋藤　優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 高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.154 男子    400m   リレー   予選   7組 日本記録  3:09.15
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 日大高 1641 木坂　　楓 ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ 高3

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1643 新堀　　光 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾋｶﾙ 高2
1647 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 高2
1646 津藤　　走 ﾂﾄｳ ｶｹﾙ 高2

2 ATSC.YW 1901 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高1
ATSC.YW 高校 1900 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 高2

1903 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 高1
1902 神野　彪綺 ｶﾐﾉ ｺｳｷ 高1

3 サンダーＳＳ 3331 浪岡　祐輔 ﾅﾐｵｶ ﾕｳｽｹ 高1
ｻﾝﾀﾞｰSS 高校 3330 頼冨　賢斗 ﾖﾘﾄﾐ ｹﾝﾄ 高1

3329 田中　哉多 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 高1
3328 河野　元斗 ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ 高2

4 NECGSC溝の口 1951 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 高1
NECGSC M 高校 1948 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 高3

1949 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
1950 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高2

5 豊川高 2488 神近　洋佑 ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2490 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 高1

2487 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高2
2483 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 高2

6 スウィン大宮 449 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 中3
SWｵｵﾐﾔ 447 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高2

448 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1
446 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 高3

7 愛工大名電高 2443 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 2441 犬飼　丈幾 ｲﾇｶｲ ﾀｹｷ 高3

2444 佐藤　雄也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高1
2442 福田　修平 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 高2

8 TOIN GAKUEN 1978 木山　拓海 ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 高2
TOIN 1980 須藤　晶平 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 高1

1981 福島　　慶 ﾌｸｼﾏ ｹｲ 中3
1979 竹中　郁喜 ﾀｹﾅｶ ﾕｳｷ 高2
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