
第３８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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ＪＳＳ比良 1797 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 中2
JSSﾋﾗ 中学 1798 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 中2

1794 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 中3
1793 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 中3

2 大阪水泳学校 2161 安井　陸登 ﾔｽｲ ﾘｸﾄ 中3
OSAKA.SG 中学 2163 阪谷　恒輔 ｻｶﾀﾆ ｺｳｽｹ 中1

2162 片山　　匠 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 中1
2160 田中　成歩 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾎ 中3

3 ＪＳＳ東花園 2228 宇和佐圭悟 ｳﾜｻ ｹｲｺﾞ 中2
JSSﾋｶﾞｼﾊ 中学 2227 角方　元紀 ｶｸﾎｳ ﾓﾄｷ 中3

2226 大迫　承巧 ｵｵｻｺ ﾂｸﾞﾖｼ 中3
2225 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 中3

4 NECGSC溝の口 1444 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 中3
NECGSC M 中学 1448 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 中2

1447 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ 中3
1446 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 中3

5 ＳＡ一関 84 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 中2
SAｲﾁﾉｾｷ 中学 82 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 中3

83 千葉　悠生 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｾ 中3
81 瀬川　智尋 ｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 中3

6 ﾙﾈｻﾝｽ経堂 927 清水　裕貴 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 中3
ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ 中学 928 宿谷　昂介 ｼｸﾔ ｺｳｽｹ 中2

925 松田　基輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ 中3
926 植村　友晴 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 中3

7 パル西尾 1825 松川　俊也 ﾏﾂｶﾜ ﾄｼﾔ 中3
ﾊﾟﾙﾆｼｵ 中学 1828 菊地　逸平 ｷｸﾁ ｲｯﾍﾟｲ 中2

1827 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 中3
1826 久慈　大翔 ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ 中3
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第３８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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 三菱養和ＳＳ 946 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 945 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3

947 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 中2
948 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 中2

2 ATSC.YW 1391 植村　港人 ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ 中2
ATSC.YW 中学 1390 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 中3

1392 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 中2
1393 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

3 柏洋・江 647 鏑木颯太朗 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 中2
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ 中学 649 渡邉　直輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 中2

648 大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ 中2
646 日比野隼大 ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾔﾀ 中3

4 東京ＳＣ 840 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 839 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 中3

838 梶原　優希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 中3
836 佐藤　元宣 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 中3

5 イ ト マ ン 2075 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2076 菰池　雅裕 ｺﾓｲｹ ﾏｻﾋﾛ 中2

2077 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 中2
2078 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 中2

6 イトマン京都 2013 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2015 佐賀　太一 ｻｶﾞ ﾀｲﾁ 中2

2014 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 中2
2012 倉橋　京也 ｸﾗﾊｼ ｷｮｳﾔ 中3

7 平針ＳＳ 1856 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 中2
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 中学 1853 近藤　泰吾 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ 中3

1855 播摩　賢治 ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ 中2
1852 大矢　悠斗 ｵｵﾔ ﾕｳﾄ 中3
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