
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.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  3:07.79
ＣＳ                  大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｽｳｨﾝ宇都宮 307 古川　　陽 ﾌﾙｶﾜ ﾋｶﾙ 高2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 309 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 中3

310 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 中3
306 齋藤颯一郎 ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 高2

4 中京大中京高 2160 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 高2
ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 高校 2162 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高1

2164 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高1
2166 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高1

5 埼玉栄 402 吉野　公晴 ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 401 井上　雄喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高3

404 大槻　恵太 ｵｵﾂｷ ｹｲﾀ 高3
403 関矢　雄太 ｾｷﾔ ﾕｳﾀ 高3

6

7

8
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スタートリスト

競技No.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  3:07.79
ＣＳ                  大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 佐賀商業高校 3321 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高2

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 3319 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高2
3318 川崎　瑠唯 ｶﾜｻｷ ﾙｲ 高3
3320 小田　　樹 ｵﾀﾞ ﾀﾂｷ 高2

2 飛龍高校 2011 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2008 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高2

2009 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高2
2006 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高3

3 豊川高 2313 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2306 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高2

2308 山口七海生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐｵ 高2
2309 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2

4 レイＳＣ岡山 3051 宗光　和希 ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ 高3
ﾚｲSCｵｶﾔﾏ 高校 3054 宗光　優希 ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ 高1

3053 房野　泰知 ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ 高2
3052 寺岡　拓海 ﾃﾗｵｶ ﾀｸﾐ 高2

5 NECGSC溝の口 1791 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 高1
NECGSC M 高校 1790 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高1

1787 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 高3
1784 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 高3

6 名古屋高 2152 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2149 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 高2

2146 早瀬　勝己 ﾊﾔｾ ｶﾂﾐ 高2
2148 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高2

7 三菱養和ＳＳ 1148 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1147 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 中3

1146 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 高1
1145 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

8 スウィン埼玉 567 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高2
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 566 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 高3

565 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 高3
568 田添　弘昭 ﾀｿﾞｴ ﾋﾛｱｷ 高2
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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 アクラブ調布 942 渡部　　力 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｷ 高3

AQLUB CH 高校 945 中島　　怜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲ 高1
944 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 高1
943 堀之内飛向 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ 高3

2 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1778 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSCS 高校 1780 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 高1

1779 岡本　真悟 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 高3
1781 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高1

3 太成学院大高 2539 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2538 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高3

2542 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
2541 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 高2

4 スウィン大宮 409 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高2
SWｵｵﾐﾔ 高校 408 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3

411 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高1
407 稲荷山　陸 ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ 高3

5 金町ＳＣ 962 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 957 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 高2

959 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高2
956 米川　　凱 ﾖﾈｶﾜ ｶｲ 高3

6 コナミ西宮 2867 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2869 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2

2870 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高1
2871 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 中3

7 コナミ立川 1357 齊藤　能史 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高2
ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ 高校 1358 大島　圭央 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 高2

1356 森本　健太 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
1359 岩城　貴大 ｲﾜｷ ﾀｶﾋﾛ 高2

8 ｻﾝｹｲST 2779 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷｵ 高3
ｻﾝｹｲST 2781 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高2

2780 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
2783 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 中3
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競技No.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  3:07.79
ＣＳ                  大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 京都踏水会 2483 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高3

ﾄｳｽｲｶｲ 高校 2485 鵜野田耀希 ｳﾉﾀﾞ ﾖｳｷ 高2
2486 田中　滉大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 高2
2484 髙栁　祐太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 高3

2 Ｂ＆Ｇ高島 2423 中村　海渡 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
B&Gﾀｶｼﾏ 高校 2424 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 高2

2422 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 高3
2425 住田　紘基 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛｷ 高1

3 日大豊山 897 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 896 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 高3

905 長瀬　勇太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 高1
906 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高1

4 市川高校 2804 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2802 阿部　　希 ｱﾍﾞ ﾏﾚ 高3

2808 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高1
2803 寺田　弘剛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 高3

5 イ ト マ ン 2569 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2568 小林　正弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 高3

2571 和田　大誠 ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 高3
2574 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2

6 福島ＳＳ 214 服部　　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 高3
ﾌｸｼﾏSS 高校 215 横田　　通 ﾖｺﾀ ﾄｵﾙ 高2

216 郡司　成輝 ｸﾞﾝｼﾞ ﾅﾙｷ 高2
213 加藤　　樹 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 高3

7 ヨコハマＳＣ 1533 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 中3
ﾖｺﾊﾏSC 1531 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 高2

1530 田宮　　怜 ﾀﾐﾔ ﾚｲ 高2
1532 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高2

8 東京ＳＣ 1028 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 高校 1034 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高1

1029 佐藤　友宣 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 高2
1033 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 スウィン大教 545 市毛　将翔 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ 高2

SWﾀﾞｲｷｮｳ 544 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高2
546 加藤大志朗 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 中3
543 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 高3

2 尾鷲高 2352 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 高2
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 2350 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高2

2351 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高2
2353 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 高2

3 和歌山北高校 3003 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3000 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 高3

3004 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高1
3005 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高1

4 ダッシュ新津 1926 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 中3
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 1924 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高2

1925 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
1923 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高2

5 洛南高校 2441 熊谷　優作 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ 高3
ﾗｸﾅﾝｺｳｺｳ 高校 2444 荻野　駿佑 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 高2

2442 永井　涼介 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 高2
2443 中村　公平 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 高2

6 ＳＭＳＴ 1267 ﾏｰﾃｨﾝ・ｶｽﾞｷ ﾏｰﾃｨﾝ ｶｽﾞｷ 高2
SMST 高校 1269 ﾌﾞﾗｳﾝ･ｼﾞｮｼｭｱ ﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 高1

1270 ｻﾊﾗ・ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 高1
1268 ｶﾅｻﾞﾜ・ﾀｶｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 高1

7 枚方ＳＳ 2718 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 高2
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2717 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高2

2714 柴崎　莞一 ｼﾊﾞｻｷ ｶﾝｲﾁ 高3
2716 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3

8 ATSC.YW 1721 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 高2
ATSC.YW 1723 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中3

1719 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高3
1720 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 高3
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