
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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 浜名湖ＳＳ 2264 矢持　京之 ﾔﾓﾁ ﾀｶﾕｷ 高3
ﾊﾏﾅｺSS 2269 菅沼　宏太 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾀ 中3

2267 矢持　郁麿 ﾔﾓﾁ ｲｸﾏ 高1
2266 柴田　大造 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高3

3 カワサキＳＣ 1716 矢澤　優人 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高2
kawasaki 高校 1715 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 高3

1713 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高3
1714 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 高3

4 多治見西高 棄権
ﾀｼﾞﾐﾆｼｺｳ 高校

5 飛龍高校 2192 佐藤　悠斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2190 望月　颯太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ 高3

2193 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 高1
2194 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高1

6 名古屋高 2329 鬼頭　孝明 ｷﾄｳ ﾀｶｱｷ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2325 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高2

2324 濱野　天暢 ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 高2
2328 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 高1

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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 16 林　　春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 高2

ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 15 内山　隼太 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 高3
19 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 中3
18 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 高2

2 関大一 2695 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 2693 齋藤　秀吉 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ 高3

2696 大橋　佳祐 ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ 高1
2694 北之坊知樹 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ 高3

3 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1789 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 高2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1787 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3

1792 伊藤　一樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 中3
1790 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高1

4 東北高校 124 菅野　真杜 ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ 高3
ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ 高校 125 只野　佑樹 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ 高3

127 赤石　楓大 ｱｶｲｼ ﾌｳﾀﾞｲ 高2
126 物江　泰昭 ﾓﾉｴ ﾔｽｱｷ 高2

5 東京ドーム 1467 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 高2
T.ﾄﾞｰﾑ 高校 1466 須藤　大貴 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高2

1468 三枝　寛治 ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ 高1
1463 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 高3

6 中京大中京高 2332 山嵜優任郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高2
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 2334 花村　架怜 ﾊﾅﾑﾗ ｶｻﾞﾄ 高2

2331 稲垣　皓大 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 高2
2335 奥山　寛也 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ 高2

7 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 2989 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 高1

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

8 九産大九州高 3395 高野　洋斗 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 高3
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 3394 服部　季輝 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ 高3

3397 岡村　　翼 ｵｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 高2
3402 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 成増ロンド 1484 角田　敬正 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 高1

ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 高校 1483 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 高1
1481 永沢　大夢 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛﾑ 高2
1482 井上　雄喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高1

2 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 891 伊藤　瑠希 ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 中1
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 888 大谷　　走 ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ 高2

890 渋谷　　曜 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 高1
889 横田　悠吾 ﾖｺﾀ ﾕｳｺﾞ 高1

3 アテナＡＭＣ 584 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 高1
Athena 高校 580 岩崎　　慶 ｲﾜｻｷ ｹｲ 高2

582 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 高1
581 網野　涼平 ｱﾐﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高2

4 和歌山北高校 3127 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3128 岡本　一晟 ｵｶﾓﾄ ｲｯｾｲ 高2

3125 仲岡　唯斗 ﾅｶｵｶ ﾕｲﾄ 高3
3126 木下　和樹 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ 高3

5 コナミ三田 3044 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 中3
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 中学 3041 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 中3

3042 山城　憲治 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ 中3
3043 酒井　睦渡 ｻｶｲ ﾁｶﾄ 中3

6 Ｓｔｙｌｅ１ 1234 中山　瑞稀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
Style1 高校 1233 望月　利希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 高2

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

7 ヴァリュウSS 1428 川島　龍一 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 高3
VALUE 高校 1430 寒川　聖人 ｶﾝｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 高1

1431 佐々　成之 ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ 高1
1429 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 高2

8 Nalu Aquatic 843 篠原　優太 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 高2
NaluAC 高校 841 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 高3

842 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 高3
844 横井　　礼 ﾖｺｲ ﾚｲ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 愛工大名電高 2445 上釜　李介 ｳｴｶﾏ ﾘｽｹ 高1

ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 2443 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 高2
2444 佐藤　雄也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 高1
2441 犬飼　丈幾 ｲﾇｶｲ ﾀｹｷ 高3

2 三菱養和ＳＳ 1272 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1271 小野寺健介 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｽｹ 高2

1269 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 高3
1273 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高1

3 児島水倶楽部 3235 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 中3
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 3232 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高1

3233 前野　克弥 ﾏｴﾉ ｶﾂﾔ 高1
3234 星島　貴志 ﾎｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 高1

4 関大北陽 2704 坂井　勝真 ｻｶｲ ｼｮｳﾏ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2702 橋本　凌輔 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高2

2701 東谷　直明 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾅｵｱｷ 高2
2703 藤本　達樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ 高2

5 ｲﾄﾏﾝ西神戸 3082 戎　　雅人 ｴﾋﾞｽ ﾏｻﾄ 高2
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 高校 3084 川江　拓実 ｶﾜｴ ﾀｸﾐ 高2

3081 鷹觜　裕樹 ﾀｶﾉﾊｼ ﾕｳｷ 高3
3083 勝股　壱成 ｶﾂﾏﾀ ｲｯｾｲ 高2

6 ADむそたSC 3156 細川　兼佑 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｽｹ 高2
ADﾑｿﾀSC 高校 3158 前田　卓巳 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 高2

3155 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 高3
3157 勝丸　敦己 ｶﾂﾏﾙ ｱﾂｷ 高2

7 ジェル国分 3578 椛山　勇武 ｶﾊﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 高1
ｼﾞｪﾙｺｸﾌﾞ 高校 3576 脇園　　樹 ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ 高2

3577 阪元　祐太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1
3575 中村　康二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 高3

8 パル 彩の台 3142 東林　智也 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 高2
ﾊﾟﾙ ｱﾔﾉ 高校 3140 吉田　力哉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｷﾔ 高2

3144 出口　慎也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
3143 山本　悠暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ATSC.YW 1901 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高1

ATSC.YW 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
1904 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 中3

2 湘南工大附 1636 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 1632 橘　　知毅 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ 高3

1634 常盤　竜矢 ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾔ 高2
1635 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 高2

3 NECGSC溝の口 1949 繁田龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
NECGSC M 高校 1953 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 高1

1950 片山　瑞貴 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高2
1948 石田　友哉 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 高3

4 スウィン深谷 553 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 高2
SWﾌｶﾔ 高校 556 大村　宗平 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 高2

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

5 周南ＳＣ 3273 井上　直哉 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 高1
ｼｭｳﾅﾝSC 3271 神岡　大己 ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ 高2

3275 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 中3
3272 福重　浩太 ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ 高2

6 太成学院大高 2711 相浦　優大 ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2706 影久　　亮 ｶｹﾞﾋｻ ﾘｮｳ 高2

2707 貝桝　晴哉 ｶｲﾏｽ ｾｲﾔ 高2
2713 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 高1

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 914 足助　澪弥 ｱｽｹ ﾚｲﾔ 中3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 913 三田　廉人 ﾐﾀ ﾚﾝﾄ 中3

911 石田　圭一 ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 高2
912 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 高2

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1492 齋藤　　樹 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 高1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 高校 1490 相田　悠希 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ 高3

1493 小野　航平 ｵﾉ ｺｳﾍｲ 高1
1491 菊池　裕貴 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 市尼崎高 2930 大久保健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 高2

ｲﾁｱﾏ 高校 2931 山本　知宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 高1
2926 森岡　直紀 ﾓﾘｵｶ ﾅｵｷ 高3
2927 金山　強起 ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ 高3

2 東北学院 121 山田　　滉 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ 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

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

3 日大山形高校 187 江本　　樹 ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 186 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 高1

184 佐々木　友 ｻｻｷ ﾕｳ 高3
185 奥山　翔太 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3

4 協栄ＭＤ 1858 斉藤　晃輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 高3
KYOEI MD 高校 1859 大澤　直人 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ 高2

1860 髙橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 高2
1861 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

5 スウィン前橋 410 登坂　勇人 ﾄｻｶ ﾊﾔﾄ 高2
SWﾏｴﾊﾞｼ 高校 411 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 高2

412 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 高2
409 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 高3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1824 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 高2
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 1826 松本　祥輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ 中3

1827 平田　晃大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 中3
1825 楠本　祐輔 ｸｽﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高2

7 SW大教いわき 230 生方　歩高 ｳﾌﾞｶﾀ ﾎﾀｶ 高2
SWｲﾜｷ 高校 231 安部翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 高1

233 寺田　拓未 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高1
232 富樫　大樹 ﾄｶﾞｼ ﾀｲｷ 高1

8 アーデル 815 土屋　頼人 ﾂﾁﾔ ﾗｲﾄ 高1
ｱｰﾃﾞﾙ 813 秋山　大地 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 高2

814 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 高2
816 寺田　悠輝 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 ＳＡトムｽﾎﾟｰﾂ 1563 滝　　真弥 ﾀｷ ｼﾝﾔ 高1

SAﾄﾑsp 高校 1560 坂口　　稜 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ 高2
1562 前田　隼佑 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高2
1559 飯島　康太 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ 高3

2 金町ＳＣ 1039 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 1037 小日向勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 高1

1036 米川　　凱 ﾖﾈｶﾜ ｶｲ 高1
1035 水越　勇人 ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ 高2

3 本巣ＳＳ 2567 河野　真輝 ｺｳﾉ ﾏｻｷ 高1
ﾓﾄｽSS 2568 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 中3

2565 加納　拓也 ｶﾉｳ ﾀｸﾔ 高2
2566 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 高2

4 市川高校 2934 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2935 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 高3

2936 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 高2
2938 岡本　開登 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 高2

5 埼玉栄 442 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 440 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

441 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 高1
439 阿久津直希 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 高3

6 東京ＳＣ 1111 新家大二郎 ｼﾝﾔ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 1113 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中3

1114 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 中3
1112 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1

7 日体荏原 973 三村　逸人 ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高3
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 972 松下　真清 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾔ 高3

974 手塚　啓太 ﾃﾂﾞｶ ｹｲﾀ 高3
975 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高2

8 洛南高校 2613 松本　渚生 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 高1
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2607 奥村　　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ 高3

2611 小林　　渉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 高2
2608 西村　祐輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高2

Page: 7/9 Printing: 2014/03/30 11:17:56

東  京

京  都

加　盟

東  京

東  京

岐  阜

兵  庫

埼  玉

東  京



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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 豊川高 2487 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 高2

ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2484 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高2
2489 徳本　　隼 ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ 高1
2483 難波　　暉 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 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 202 渡部　太一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 高2

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

3 ｻﾝｹｲST 2905 小林雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高2
ｻﾝｹｲST 2904 桑山　　健 ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ 高3

2909 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 中3
2906 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 高2

4 ジャパン丸亀 3303 詫間　健矢 ﾀｸﾏ ｹﾝﾔ 高1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 3302 伊達　直也 ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 高1

3301 白川　莉希 ｼﾗｶﾜ ﾘｷ 高3
3304 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 中3

5 太陽教育ＳＣ 1073 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 高2
T･K･S･C 高校 1075 高橋　俊樹 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 高1

1072 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 高2
1074 ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ 高1

6 ｽｳｨﾝ春日部 749 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 高3 棄権
SWｶｽｶﾍﾞ 高校 752 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高1

750 島村　康佑 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 高1
751 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 高1

7 ＢＳ長住 3441 今林　浩志 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 高1
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 高校 3438 鵜池　海大 ｳｲｹ ｶｲﾀ 高2

3439 冨重　圭吾 ﾄﾐｼｹﾞ ｹｲｺﾞ 高1
3437 坂本　悠輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 高3

8 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 1587 藤ノ木翔太 ﾌｼﾞﾉｷ ｼｮｳﾀ 高1

1583 石川　和生 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 高3
1585 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 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.244 男子    400m   メドレーリレー   予選   9組 日本記録  3:25.67
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 ＪＳＳ八王子 1515 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 高1

JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1513 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 高1
1514 石川　雄大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高1
1512 木谷　涼介 ｷﾔ ﾘｮｳｽｹ 高2

2 イ ト マ ン 2736 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2737 蔡　　秉融 ｻｲ ﾋﾞﾝﾛﾝ 高2

2733 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 高3
2734 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 高3

3 スウィン埼玉 628 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 高1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 627 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 高1

625 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 高3
629 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中3

4 スウィン大宮 448 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1
SWｵｵﾐﾔ 447 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高2

449 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 中3
446 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 高3

5 日大豊山 968 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 高1
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 967 阿部　隼翔 ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ 高1

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

6 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 1644 木下　海生 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 高2

1646 津藤　　走 ﾂﾄｳ ｶｹﾙ 高2
1647 石川條太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 高2

7 イトマン京都 2674 逢坂　駿介 ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2675 谷口　昂汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高1

2673 武田　一星 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 高2
2672 藤本　　凌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 高3

8 駒場 960 下倉　和也 ｼﾓｸﾗ ｶｽﾞﾔ 高1
ｺﾏﾊﾞ 高校 958 鍵和田貴哉 ｶｷﾞﾜﾀﾞ ﾀｶﾔ 高2

956 宮原　礁太 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高2
955 髙田真太朗 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高2
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