
第38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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:07.79
１３～１４歳          大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＪＳＳ中川 2257 鈴木　　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 中2
JSSﾅｶｶﾞﾜ 中学 2260 弘末　勇規 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 中1

2259 二村　颯音 ﾌﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 中2
2258 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 中2

4 東京ＳＣ 1039 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1037 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 中2

1040 岡本　健吾 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 中2
1038 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 中2

5 ＫＳＧときわ 3288 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中2
KSGﾄｷﾜSS 中学 3290 岡部　眞之 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 中2

3289 神﨑　大空 ｶﾝｻﾞｷ ﾀｲﾗ 中2
3287 野口　太一 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 中2

6 グリーン高台 2106 湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ 中2
ｸﾞﾘｰﾝT 中学 2105 河田　真岬 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 中2

2104 加藤　颯馬 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 中2
2107 小久保拓真 ｺｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 中2

7

8
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スタートリスト

競技No.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:07.79
１３～１４歳          大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ドーム巣鴨 1226 藤井　康貴 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 中2

ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 中学 1229 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 中1
1227 星野　智哉 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ 中2
1228 松尾　琉汰 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ 中1

2 ニスポ元住吉 1652 水野　大輝 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ 中1
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 中学 1651 加藤　　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 中2

1650 松川柊太郎 ﾏﾂｶﾜ ｼｭｳﾀﾛｳ 中2
1653 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中1

3 山形ＤＣ 181 寺島　健太 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 中1
ﾔﾏｶﾞﾀDC 中学 178 大江　奈知 ｵｵｴ ﾅﾁ 中2

180 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中1
179 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中1

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1764 影山　剛士 ｶｹﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 中1
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 中学 1761 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 中2

1763 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 中2
1762 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中2

5 コナミ一橋 1278 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 中2
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 中学 1279 長谷川紀親 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 中2

1275 帆足　優宏 ﾎｱｼ ﾏｻﾋﾛ 中2
1276 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 中2

6 イトマン守口 2652 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 中2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 中学 2650 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 中2

2654 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中1
2651 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 中2

7 レオＳＳ厚木 1574 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 中1
ﾚｵSSｱﾂｷﾞ 中学 1573 井上　晴輝 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 中2

1572 一戸　龍馬 ｲﾁﾉﾍ ﾘｮｳﾏ 中2
1575 福岡　　颯 ﾌｸｵｶ ﾊﾔﾃ 中1

8 コナミ西葛西 1133 清水　真央 ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1135 清水　真宏 ｼﾐｽﾞ ﾏﾋﾛ 中1

1134 粥川　悠仁 ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 中2
1132 畑中　千拓 ﾊﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1615 大場　寛人 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 中1

ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1613 髙田　泰成 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 中2
1612 屋和田　諒 ﾔﾜﾀ ﾘｮｳ 中2
1614 鈴木　寿盛 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾓﾘ 中2

2 NECGSC玉川 1495 押木蓮太朗 ｵｼｷ ﾚﾝﾀﾛｳ 中1
NECGSC T 中学 1496 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 中1

1493 北原　学登 ｷﾀﾊﾗ ｶﾞｸﾄ 中2
1494 岡部　翔大 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 中2

3 コナミ北浦和 480 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 中2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 481 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 中2

479 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 中2
477 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中2

4 富山ＳＣ 1934 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中2
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 中学 1936 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中1

1935 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中1
1933 日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 中2

5 イトマン神戸 2850 渡　　大樹 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2852 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 中2

2851 宮下　篤士 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 中2
2853 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中1

6 イ ト マ ン 2585 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2586 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 中2

2587 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中1
2584 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 中2

7 東京ＤＣ桜台 1328 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 中1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1327 松﨑　陽大 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 中2

1326 菅原　　啓 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ 中2
1325 菅　　大空 ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 中2

8 ＪＳＳ立石 1016 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 中2
JSSﾀﾃｲｼ 中学 1018 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 中1

1017 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 中1
1014 涌井　大空 ﾜｸｲ ｿﾗ 中2
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スタートリスト

競技No.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  3:07.79
１３～１４歳          大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 NECGSC溝の口 1795 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中1

NECGSC M 中学 1796 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中1
1798 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中1
1794 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 中2

2 名鉄ＳＳ刈谷 2235 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中1
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 2232 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ 中2

2234 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 中1
2233 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中2

3 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西 1828 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 中2
ﾌﾞﾙｰｺｳｻｲ 中学 1829 青柳　優希 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｷ 中2

1830 小西　佑茉 ｺﾆｼ ﾕｳﾏ 中2
1831 間瀬　太善 ﾏｾ ﾀｲｾﾞﾝ 中1

4 あかやまＳＳ 223 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 224 菊池　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 中2

225 會澤　　廉 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 中2
222 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 中2

5 ATSC.YW 1727 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
ATSC.YW 中学 1726 大井　凌空 ｵｵｲ ﾘｸ 中2

1728 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 中1
1725 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 中2

6 三菱養和ＳＳ 1150 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1151 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 中2

1153 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 中1
1152 田中　　陸 ﾀﾅｶ ﾘｸ 中2

7 イトマン京都 2507 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2505 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 中2

2509 岡崎　　耀 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 中1
2506 山本　凱星 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 中2

8 金町ＳＣ 966 尾高　康太 ｵﾀｶ ｺｳﾀ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 964 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 中2

963 高野　　隼 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 中2
965 海老名　崚 ｴﾋﾞﾅ ﾘｮｳ 中2
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