
第39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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.169 男子    400m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:14.17
１３～１４歳        大会記録  3:37.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 イトマン堺 2138 藤原　　尊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 中2

ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 中学 2136 脇田　力旭 ﾜｷﾀ ﾘｷ 中3
2137 中居　桜大 ﾅｶｲ ｵｳﾀ 中2
2135 堀井　達矢 ﾎﾘｲ ﾀﾂﾔ 中3

1 イトマン守谷 197 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 中学 194 佐藤　大旺 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中3

195 猪股　大地 ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 中2
196 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 中2

2 名鉄ＳＳ刈谷 1779 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 1780 村佐孝太郎 ﾑﾗｻ ｺｳﾀﾛｳ 中1

1778 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 中2
1777 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

3 NECGSC溝の口 1428 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2
NECGSC M 中学 1430 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 中2

1429 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中2
1431 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中2

4 ATSC.YW 1373 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3
ATSC.YW 中学 1372 大井　凌空 ｵｵｲ ﾘｸ 中3

1371 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 中3
1374 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 中2

5 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1102 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1100 菅原　遼介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 中3

1101 山田虎次郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 中3
1103 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 中1

6 レオＳＳ厚木 1237 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 中2
ﾚｵSSｱﾂｷﾞ 中学 1235 井上　晴輝 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 中3

1234 一戸　龍馬 ｲﾁﾉﾍ ﾘｮｳﾏ 中3
1238 福岡　　颯 ﾌｸｵｶ ﾊﾔﾃ 中2

7 スウィン前橋 322 竹越　慎悟 ﾀｹｺﾞｼ ｼﾝｺﾞ 中3
SWﾏｴﾊﾞｼ 中学 324 石邑　　光 ｲｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 中2

325 太田　翔揮 ｵｵﾀ ﾄｷ 中2
323 笠原　　翔 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 中3

8 コナミ西宮 2289 上田遼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2290 重塚　　笙 ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ 中1

2288 浅野　颯太 ｱｻﾉ ｿｳﾀ 中3
2287 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン守口 2106 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 中3

ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 中学 2109 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中2
2108 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 中2
2105 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 中3

1 いずみ能登川 1927 勝見　大輝 ｶﾂﾐ ﾀﾞｲｷ 中3
IZUMI 21 中学 1929 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中2

1928 木村　遥敬 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 中2
1930 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 中2

2 ニスポ元住吉 1316 水野　大輝 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ 中2
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 中学 1317 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中2

1315 加藤　　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 中3
1314 三原　和真 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中3

3 イ ト マ ン 2044 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2046 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 中3

2047 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 中2
2048 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中2

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1407 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 中3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 中学 1410 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 中3

1409 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 中3
1408 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3

5 富山ＳＣ 1535 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 中学 1539 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中2

1537 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2
1538 古川　拓人 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾄ 中2

6 上越正和ＳＳ 1505 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 中2
ｼﾞｮｳｴﾂｾｲ 中学 1504 上野　将矢 ｳｴﾉ ﾏｻﾔ 中2

1503 高橋　　翔 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 中3
1502 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 中3

7 ﾀﾞｯｼｭ前橋SC 287 槌谷　尚起 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 中2
DSCﾏｴﾊﾞｼ 中学 290 浅見　大和 ｱｻﾐ ﾔﾏﾄ 中2

289 髙橋　弘大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 中2
288 大杉　優介 ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ 中2

8 KSG福岡ｶﾎSS 2627 入口　直樹 ｲﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ 中3
KSGｶﾎ 中学 2629 吉田　侑生 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 中2

2630 小鶴　皓大 ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ 中2
2628 花岡　風矢 ﾊﾅｵｶ ﾌｳﾔ 中3
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