
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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ＢＩＧ棒屋 2073 中村　一弥 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
BIGﾎﾞｳﾔ 高校 2075 上田　航司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 高2

2074 鈴木　　創 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾙ 高2
2076 中本崇一郎 ﾅｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 高1

3 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 2015 山田　圭悟 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高2
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 高校 2014 荒田　憲助 ｱﾗﾀ ｹﾝｽｹ 高2

2017 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 高1
2016 渡邉　和生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高1

4 中京大中京高 2163 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 高1
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

2160 川田　大夢 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ 高2
2166 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高1

5 本巣ＳＳ 2393 小松　悠汰 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 高2
ﾓﾄｽSS 高校 2394 下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高1

2392 林　　亜宗 ﾊﾔｼ ｱｿｳ 高2
2391 河野　真輝 ｺｳﾉ ﾏｻｷ 高3

6 ジャパン丸亀 3142 詫間　健矢 ﾀｸﾏ ｹﾝﾔ 高3
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 高校 3141 伊達　直也 ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 高3

3143 藤本啓士朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 高2
3144 白川　大登 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ 高1

7 スウィン埼玉 566 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 高3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 高校 565 細野　史能 ﾎｿﾉ ﾌﾐﾖｼ 高3

569 田中　理玖 ﾀﾅｶ ﾘｸ 高1
567 安藤　涼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 高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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 名古屋高 2147 芝　　洸太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 高2

ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2150 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高1
2153 石橋　由也 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 高1
2148 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高2

2 日大藤沢 1481 田中　優太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1480 住江　拓哉 ｽﾐｴ ﾀｸﾔ 高3

1483 一戸　子龍 ｲﾁﾉﾍ ｼﾘｭｳ 高1
1479 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 高3

3 ｽｳｨﾝあざみ 366 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高2
SWｱｻﾞﾐ 高校 364 大河内健成 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝｾｲ 高3

363 井田　悠斗 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
365 田中　優弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高2

4 アテナＡＭＣ 521 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 高3
Athena 高校 523 樋口　裕貴 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高2

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

5 NECGSC溝の口 1787 村川　雄仁 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 高3
NECGSC M 高校 1786 笹木　洸平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 高3

1788 吉岡　佳吾 ﾖｼｵｶ ｹｲｺﾞ 高2
1784 平田　航太 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ 高3

6 坂出伊藤ＳＳ 3161 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 中3
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 3160 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高1

3159 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高1
3156 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 高3

7 藤村ＳＳ 1102 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 1101 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 高1

1100 魚崎　柾秀 ｳｵｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 高2
1099 保坂　海斗 ﾎｻｶ ｶｲﾄ 高3

8 東邦高 2142 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高1
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 2140 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 高1

2138 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高2
2141 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高1
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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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東京ＳＣ 1032 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 高1

ﾄｳｷｮｳSC 高校 1030 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高2
1034 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高1
1028 蔡　龍之介 ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3

2 ＳＡ松任 1977 森　　海斗 ﾓﾘ ｶｲﾄ 中3
SAﾏｯﾄｳ 1976 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 高2

1974 小暮　友都 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾄ 高3
1975 前多　　陸 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 高2

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1201 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 中3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1202 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 中3

1200 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 中3
1199 堀嶋　　凌 ﾎﾘｼﾏ ﾘｮｳ 高3

4 コナミ西宮 2869 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2866 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 高3

2871 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 中3
2867 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 高3

5 和歌山北高校 3001 中筋　勘太 ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3002 永山　礁太 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高2

3000 土井　脩矢 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾔ 高3
3005 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高1

6 枚方ＳＳ 2716 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 高3
ﾋﾗｶﾀSS 高校 2718 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 高2

2715 吉田亘太郎 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 高3
2717 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高2

7 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 2422 大塚　陽平 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 高3

2426 清野　涼二 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｼﾞ 高1
2424 中村　智也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 高2

8 三菱養和ＳＳ 1149 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1145 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 高1

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
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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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 豊川高 2306 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高2

ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2310 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高2
2312 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高1
2313 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高1

2 市川高校 2806 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高1
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2805 中務　貴文 ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ 高2

2808 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高1
2804 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高2

3 HOS 南千里 2632 稲垣　雄大 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 高2
HOS SC 高校 2634 西本　　涼 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳ 高1

2633 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 高2
2631 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 高3

4 太成学院大高 2538 綾戸　治紀 ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2544 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 高1

2542 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高1
2539 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高2

5 ATSC.YW 1719 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 高3
ATSC.YW 1718 中島颯太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 高3

1722 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中3
1720 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 高3

6 大分雄城台高 3375 伊藤　海輝 ｲﾄｳ ｶｲｷ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 3376 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高2

3411 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高2
3412 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高1

7 塚口ＳＳ 2825 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高2
ﾂｶｸﾞﾁSS 2828 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 中3

2824 須波　佳吾 ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ 高2
2826 アハマド隼人 ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ 高2

8 ｽｳｨﾝ春日部 714 加藤　夏輝 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 高2
SWｶｽｶﾍﾞ 高校 710 島村　康佑 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 高3

712 束原もあな ﾂｶﾊﾗ ﾓｱﾅ 高3
711 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 日大豊山 900 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高2

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 903 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高2
898 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 高2
906 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高1

2 金町ＳＣ 960 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高1
ｶﾅﾏﾁSC 958 田中　　僚 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 高3

956 米川　　凱 ﾖﾈｶﾜ ｶｲ 高3
962 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 中3

3 ＪＳＳ八王子 1404 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1406 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 高1

1403 石川　雄大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 高3
1402 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 高3

4 スウィン大宮 408 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
SWｵｵﾐﾔ 高校 410 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高1

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

5 飛龍高校 2010 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2007 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高2

2005 廣瀬　　渡 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 高3
2006 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 高3

6 周南ＳＣ 3116 井上　直哉 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 高3
ｼｭｳﾅﾝSC 高校 3119 永原　秀晃 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 高1

3118 福重　智成 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ 高2
3117 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 高2

7 湘南工大附 1473 横浜　海斗 ﾖｺﾊﾏ ｶｲﾄ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1474 鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 高1

1471 諏訪部侑吾 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 高2
1472 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高2

8 イ ト マ ン 2572 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2578 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高1

2569 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 高3
2574 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2
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