
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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ATSC.YW 1724 植村　港人 ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ 中2
ATSC.YW 中学 1727 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2

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

4 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 478 石井　大雅 ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ 中2

477 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中2
481 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 中2

5 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 1015 小嶋　雄弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 中2

1018 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 中1
1014 涌井　大空 ﾜｸｲ ｿﾗ 中2
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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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＪＳＳ八王子 1412 八田　勝優 ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ 中2

JSSﾊﾁｵｳｼ 中学 1411 笹瀬　　輝 ｻｻｾ ﾋｶﾙ 中2
1409 押田　大希 ｵｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中2
1410 尾山　　光 ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ 中2

2 名鉄ＳＳ刈谷 2232 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ 中2
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 2233 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中2

2231 丸山　祐樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
2235 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中1

3 イトマン神戸 2852 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 中学 2853 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中1

2851 宮下　篤士 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 中2
2850 渡　　大樹 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ 中2

4 東京ＳＣ 1037 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1038 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 中2

1040 岡本　健吾 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 中2
1039 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中2

5 はるおか山口 3413 西山　大智 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 中1
ﾊﾙｵｶﾔﾏｸﾞ 中学 3414 濱野　真拡 ﾊﾏﾉ ﾏﾋﾛ 中2

3134 髙橋　世一 ﾀｶﾊｼ ﾖｲﾁ 中2
3415 中村　流斗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 中2

6 ｲﾄﾏﾝアビコ 2563 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 中学 2564 野原　梨玖 ﾉﾊﾗ ﾘｸ 中1

2565 辻本　瑞樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 中1
2562 小倉　　望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 中2

7 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 2653 嶋　　海士 ｼﾏ ﾂｶｻ 中1

2650 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 中2
2651 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 中2
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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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 セントラル泉 115 阿部　蓮斗 ｱﾍﾞ ﾚﾝﾄ 中2

ｾ･ｲｽﾞﾐ 中学 114 渡辺　　壮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 中2
116 小嶌　煕嗣 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 中1
117 角張　太陽 ｶｸﾊﾞﾘ ﾀｲﾖｳ 中1

2 イ ト マ ン 2585 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2583 菰池　雅裕 ｺﾓｲｹ ﾏｻﾋﾛ 中2

2588 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中1
2584 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 中2

3 アクラブ稲城 1094 進藤　敦樹 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 中2
AQLUB IG 中学 1096 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 中2

1093 吉田　健介 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ 中2
1095 恒吉　貫太 ﾂﾈﾖｼ ｶﾝﾀ 中2

4 イトマン京都 2505 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 中2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2508 佐賀　太一 ｻｶﾞ ﾀｲﾁ 中2

2509 岡崎　　耀 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 中1
2507 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 中2

5 コナミ一橋 1279 長谷川紀親 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 中2
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 中学 1277 蛭本　雅史 ﾋﾙﾓﾄ ﾏｻｼ 中2

1276 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 中2
1278 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 中2

6 ＪＳＳ比良 2244 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 中2
JSSﾋﾗ 中学 2245 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 中2

2243 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 中2
2242 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 中2

7 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 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
1651 加藤　　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 中2
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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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東京ＤＣ桜台 1327 松﨑　陽大 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 中2

DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1328 廣島　偉来 ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ 中1
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

2 桜泳大牟田SS 3505 辻　　泰成 ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ 中2
ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ 中学 3506 高口　　晟 ｺｳｸﾞﾁ ｱｷﾗ 中2

3298 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 中2
3299 椿原　成將 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ 中1

3 NECGSC溝の口 1796 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中1
NECGSC M 中学 1794 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 中2

1795 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中1
1798 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中1

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 1933 日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 中2

1935 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中1
1936 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中1

5 ＪＳＳ中川 2260 弘末　勇規 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 中1
JSSﾅｶｶﾞﾜ 中学 2258 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 中2

2257 鈴木　　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 中2
2259 二村　颯音 ﾌﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 中2

6 スウィン鷲宮 619 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 中2
SWﾜｼﾐﾔ 中学 617 美好　海人 ﾐﾖｼ ｶｲﾄ 中2

618 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ 中2
616 大山遼太郎 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2

7 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

8 スウィン東光 510 大杉　拓巳 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ 中2
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 中学 512 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 中2

511 笠原颯太郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 中2
509 長田　剛侑 ｵｻﾀﾞ ｺﾞｳ 中2
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