
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.242 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン中村 2301 加藤　慧悟 ｶﾄｳ ｹｲｺﾞ 中2
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 中学 2299 谷口　史弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 中2

2298 後藤　雅典 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 中2
2300 飯田　陸人 ｲｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 中2

4 コパン可児 2554 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 中2
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 中学 2553 榊原　稜栞 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳｶﾞ 中2

2555 平野　奨馬 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾏ 中2
2556 日比野隼也 ﾋﾋﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 中2

5 ビート唐津 3505 坂村　嘉宣 ｻｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 中1
ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ 中学 3503 有水　翔平 ｱﾘﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ 中1

3506 庄野　敢大 ｼｮｳﾉ ｶﾝﾀ 中1
3504 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 中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.242 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 金田ＳＣ 1013 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 中2

ｶﾈﾀﾞSC 中学 1017 大勝　　勇 ﾀﾞｲｶﾂ ﾕｳ 中2
1016 川邉　裕喜 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 中2
1014 宇根　勇輝 ｳﾈ ﾕｳｷ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 915 青山　峻太 ｱｵﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 918 高梨　陽太 ﾀｶﾅｼ ﾖｳﾀ 中1

916 友田　　輝 ﾄﾓﾀﾞ ﾋｶﾙ 中2
917 谷川　　凱 ﾀﾆｶﾜ ｶﾞｲ 中1

3 コナミ三田 3046 牟田　昇平 ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ 中2
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3045 伊藤　　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 中2

3048 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 中2
3049 菖池　竜輝 ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ 中1

4 燕中 2048 高林　　晶 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 中1
ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ 中学 2049 遠間　悠貴 ﾄｵﾏ ﾊﾙｷ 中1

2047 小林　慶人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 中2
2046 西海知龍成 ｻｲｶﾁ ﾘｭｳｾｲ 中2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 784 深石　雄飛 ﾌｶｲｼ ﾕｳﾋ 中2
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 787 森本　理矩 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸ 中1

786 加藤　隆真 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾏ 中2
785 森川　大輝 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ 中2

6 藤村ＳＳ 1210 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1207 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 中2

1212 西口　大河 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 中1
1211 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 中1

7 東京DC駒沢 1435 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 中2
DCｺﾏｻﾞﾜ 中学 1438 砥堀　桂和 ﾄﾎﾘ ｹｲﾄ 中2

1436 内野真太郎 ｳﾁﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
1437 石井　友規 ｲｼｲ ﾄﾓｷ 中2

8 ＪＳＳ磐田 2255 宇田　翔貴 ｳﾀﾞ ｼｮｳｷ 中2
JSSｲﾜﾀ 中学 2254 八木　裕隼 ﾔｷﾞ ﾕｳﾄ 中2

2253 岩井　　瞭 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 中2
2256 永井　駿希 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝｷ 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.242 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＢＩＧ東海 2499 神近　一成 ｶﾐﾁｶ ｶｽﾞﾅﾘ 中2

BIGﾄｳｶｲ 中学 2501 近藤　雄紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 中2
2500 岡本　健佑 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ 中2
2502 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 中1

2 イ ト マ ン 2749 平田　大輔 ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2746 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中2

2750 平良　暢崇 ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ 中2
2745 本田　頼衣 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 中2

3 コナミ五香 棄権
ｺﾅﾐｺﾞｺｳ

4 スウィン大宮 452 高田　悠生 ﾀｶﾀ ﾊﾙｷ 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

450 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 中2
453 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 中2

5 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 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
1277 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 中2

6 金町ＳＣ 1040 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 中2
ｶﾅﾏﾁSC 中学 1042 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 中1

1041 涌本明日翔 ﾜｸﾓﾄ ｱｽｶ 中2
1043 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 中1

7 ＫＳＧ柳川 3470 島﨑　　廉 ｼﾏｻｷ ﾚﾝ 中2
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 中学 3472 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 中1

3473 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 中1
3471 古賀　英都 ｺｶﾞ ｴｲﾄ 中2

8 レオＳＳ旭 1943 杉内瑚太郎 ｽｷﾞｳﾁ ｺﾀﾛｳ 中2
ﾚｵSSｱｻﾋ 中学 1944 鈴木　勘太 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 中2

1941 宮島　輝智 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾙｻﾄ 中2
1942 川崎　凜太 ｶﾜｻｷ ﾘﾝﾀ 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.242 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 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 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
562 小暮　悠雅 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾏ 中2

2 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

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 990 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 中3
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 992 渡辺　貫太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 中2

995 樋口　雄大 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
993 加藤　裕彌 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 中2

4 岡崎竜城ＳＣ 2351 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 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
2352 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 中2

5 東京ＳＣ 1115 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1120 平石　稜人 ﾋﾗｲｼ ﾔﾏﾄ 中1

1118 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 中2
1116 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 中2

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

7 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 2994 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 中2

2993 古里匡志朗 ﾌﾙｻﾄ ｷｮｳｼﾛｳ 中2
2991 小髙　滉人 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ 中2

8 SW大教小名浜 244 蛭田　智也 ﾋﾙﾀ ﾄﾓﾔ 中1
SWｵﾅﾊﾏ 中学 242 佐々木龍之介 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

243 吉田　拓実 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 中2
241 箱崎　　光 ﾊｺｻﾞｷ ﾋｶﾙ 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.242 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:25.67
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｲﾄﾏﾝ西神戸 3088 斉藤　　迅 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 中1

ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 中学 3085 舩木　敢大 ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ 中2
3086 加藤　翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 中2
3087 酒井俊太朗 ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中2

2 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 1517 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 中2

1518 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 中2
1521 不破荘一朗 ﾌﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 中1

3 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 417 内海　翔吾 ｳﾂﾐ ｼｮｳｺﾞ 中1

415 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 中2
413 並木　　光 ﾅﾐｷ ﾋｶﾙ 中2

4 坂出伊藤ＳＳ 3323 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 中1
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 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
3320 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 中2

5 西日本宮崎 3562 長沼　暁典 ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾉﾘ 中2
ﾆｼﾆﾎﾝﾐﾔｻ 中学 3563 川崎　廉生 ｶﾜｻｷ ﾚﾝｾｲ 中1

3560 外山　智裕 ﾄﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中2
3561 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 中2

6 コナミ林間 1688 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中1
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1685 松本　尚己 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 中2

1687 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1
1686 坂本　　輝 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ 中2

7 ＳＭＳＴ 1383 ｻﾊﾗﾕｳﾀﾛｳ ｻﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 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

1384 ﾉﾑﾗﾅｵｷ ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 中2
1381 ｶﾅｻﾞﾜﾀｶｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 中2

8 天童SS 211 荘司　和樹 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 中2
ﾃﾝﾄﾞｳSS 中学 212 佐藤　　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 中2

210 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 中2
213 川瀬　一貴 ｶﾜｾ ｶｽﾞｷ 中1
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