
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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 太成学院大高 2042 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2048 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 高1

2046 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
2044 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高2

2 京都外大西高 1969 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 高2
KGN 高校 1970 柴原　充生 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ 高1

1966 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高3
1965 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高3

3 常翔学園 2039 中嶋　和志 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ 高2
JOSHO 高校 2037 高橋　邦尚 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｻ 高3

2036 安井　大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ 高3
2038 山田　　倫 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 1606 川瀬源太郎 ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 高3
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 高校 1607 荒田　憲助 ｱﾗﾀ ｹﾝｽｹ 高2

1609 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 高1
1608 高橋　悠史 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 高2

5 市川高校 2279 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高1
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2278 中務　貴文 ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ 高2

2274 沖田　志温 ｵｷﾀ ｼｵﾝ 高3
2276 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 高3

6 神鉄ＳＳ 2354 古川　　亮 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 高3
ｼﾝﾃﾂSS 高校 2356 山本　剛矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高1

2353 藤川　尚輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 高3
2355 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高2

7 東邦高 1703 牧村　高志 ﾏｷﾑﾗ ﾀｶｼ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1704 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 高1

1702 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高2
1701 川庄　　輝 ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ 高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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 中京大中京高 1714 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 高3

ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 1720 高山　大輝 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 高2
1715 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 高3
1722 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高1

1 スウィン埼玉 458 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 457 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 高3

461 田中　理玖 ﾀﾅｶ ﾘｸ 高1
459 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高2

2 関大北陽 2025 坂井　勝真 ｻｶｲ ｼｮｳﾏ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2026 滝本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高2

2024 徳田悠一郎 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高3
2027 山崎　涼平 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 高2

3 ATSC.YW 1385 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 高3
ATSC.YW 高校 1387 脇田　　光 ﾜｷﾀ ﾋｶﾙ 高3

1388 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 高3
1384 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高3

4 東京ＳＣ 832 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 835 平石　稜人 ﾋﾗｲｼ ﾔﾏﾄ 中3

834 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高1
829 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3

5 スウィン大宮 326 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
SWｵｵﾐﾔ 高校 328 柳川　陽登 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高2

327 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高2
329 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高1

6 児島水倶楽部 2487 津﨑　翔悟 ﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 高2
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 高校 2484 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高3

2485 前野　克弥 ﾏｴﾉ ｶﾂﾔ 高3
2486 星島　貴志 ﾎｼｼﾞﾏ ﾀｶｼ 高3

7 ｽｳｨﾝ春日部 565 加藤　夏輝 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 高2
SWｶｽｶﾍﾞ 高校 564 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高3

563 束原もあな ﾂｶﾊﾗ ﾓｱﾅ 高3
562 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3

8 九産大九州高 2592 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 高1
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 2587 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 高3

2589 井上　蒼樹 ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ 高3
2588 菅田　大雅 ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 高3

9 飛龍高校 1603 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1601 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高2

1604 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高1
1600 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高3
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スタートリスト

競技No.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ西宮 2311 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2308 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 高3
2312 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 高2
2310 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高2

1 ＪＳＳ立石 819 林　　結吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 高2
JSSﾀﾃｲｼ 高校 818 柳澤　駿成 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾅﾘ 高3

817 三浦　大和 ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ 高3
820 武田夢宇葵 ﾀｹﾀﾞ ﾑｳｱ 高2

2 Ｂ＆Ｇ高島 1947 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
B&Gﾀｶｼﾏ 高校 1946 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 高3

1949 清野　涼二 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｼﾞ 高1
1948 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 高2

3 ｽｳｨﾝあざみ 287 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高2
SWｱｻﾞﾐ 高校 285 大河内健成 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｾｲ 高3

284 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
286 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高2

4 イ ト マ ン 2070 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2074 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高1

2067 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高3
2072 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2

5 三菱養和ＳＳ 939 原　　淳太 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 942 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

941 宇野　　亮 ｳﾉ ﾘｮｳ 高3
940 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 高3

6 アテナＡＭＣ 416 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 高3
Athena 高校 417 樋口　裕貴 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高2

415 阿部　峻也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 高3
418 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 高1

7 スウィン熊谷 349 奈良岡聖也 ﾅﾗｵｶ ﾏｻﾔ 高3
SWｸﾏｶﾞﾔ 高校 350 石井　貴章 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 高3

351 熊田　海斗 ｸﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 高1
352 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 高1

8 坂出伊藤ＳＳ 2544 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 中3
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 2543 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高1

2542 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高1
2539 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 高3

9 大分雄城台高 2694 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2695 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高2

2696 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高2
2697 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高1
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東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 名古屋高 1708 芝　　洸太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 高2

ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1705 山田　修嗣 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 高3
1706 宮田　嵐帆 ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ 高3
1709 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高2

1 ＪＳＳ八王子 1157 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1159 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 高1

1156 石川　雄大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
1155 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 高3

2 ジャパン丸亀 2527 詫間　健矢 ﾀｸﾏ ｹﾝﾔ 高3
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 高校 2526 伊達　直也 ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 高3

2528 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高2
2529 白川　大登 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ 高1

3 NECGSC溝の口 1440 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 高3
NECGSC M 高校 1439 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 高3

1441 吉岡　佳吾 ﾖｼｵｶ ｹｲｺﾞ 高2
1443 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1

4 日大豊山 701 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 700 阿部　隼翔 ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ 高3

702 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 高3
709 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高1

5 枚方ＳＳ 2192 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2194 坂根　森羅 ｻｶﾈ ｼﾝﾗ 高2

2191 吉田亘太郎 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 高3
2193 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 高2

6 豊川高 1864 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1868 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高2

1869 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 高2
1867 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

7 藤村ＳＳ 895 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 894 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高1

893 魚崎　柾秀 ｳｵｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 高2
892 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 高3

8 日体荏原 713 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高1
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 712 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 高2

711 井上　広稀 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ 高3
710 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 高3

9 金町ＳＣ 758 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高2
ｶﾅﾏﾁSC 高校 756 小日向勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 高3

755 米川　　凱 ﾖﾈｶﾜ ｶｲ 高3
757 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 高2
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