
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.170 男子    400m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:14.17
ＣＳ                大会記録  3:25.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 県立浦和 346 川島　由伸 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 343 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 高3

344 難波　優太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 高3
345 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 高2

2 和歌山北高校 2391 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 2390 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高2

2389 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 高3
2388 永山　礁太 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3

3 日大豊山 734 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 730 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3

735 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高1
729 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3

4 名古屋高 1710 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1708 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 高3

1707 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高3
1705 早瀬　勝己 ﾊﾔｾ ｶﾂﾐ 高3

5 ＳＭＳＴ 1002 ﾌﾞﾗｳﾝ･ｼﾞｮｼｭｱ ﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 高2
SMST 高校 1000 ﾏｰﾃｨﾝ・ｶｽﾞｷ ﾏｰﾃｨﾝ ｶｽﾞｷ 高3

1003 ｻﾊﾗ・ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
1001 ｶﾅｻﾞﾜ・ﾀｶｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 高2

6 ＮＳＩ 2314 大野　寛之 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 高3
NSI 高校 2315 福田　裕輝 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 高2

2313 泉　　綾人 ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ 高3
2312 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3

7 コナミ白石 39 宮森　啓悟 ﾐﾔﾓﾘ ｹｲｺﾞ 高3
ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 38 横田　　塁 ﾖｺﾀ ﾙｲ 高3

43 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 中3
40 藤井　勇大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高3

8 佐賀商業高校 2636 小田　　樹 ｵﾀﾞ ﾀﾂｷ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 2635 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

2637 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高3
2639 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 高2
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2組
0 ｻﾝｹｲST 2216 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

ｻﾝｹｲST 高校 2217 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 高3
2219 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高1
2218 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高2

1 愛工大名電高 1809 稲垣　達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 高2
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1810 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高1

1807 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高3
1808 髙野　泰有 ﾀｶﾉ ﾀｲﾄ 高3

2 東邦高 1703 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1704 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高2

1699 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高3
1700 矢野　訓史 ﾔﾉ ﾉﾘﾌﾐ 高3

3 飛龍高校 1601 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1600 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2

1598 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高3
1597 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

4 イ ト マ ン 2034 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2040 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

2031 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 高3
2036 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高2

5 NECGSC溝の口 1423 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 高2
NECGSC M 高校 1422 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

1421 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3
1426 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高1

6 尾鷲高 棄権
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校

7 中京大中京高 1718 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2
CHUKYO 高校 1721 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高2

1723 渡邉　千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 高2
1722 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高2

8 豊川高 1834 米田　　颯 ﾖﾈﾀﾞ ｿｳ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1828 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2

1827 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高2
1838 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高1
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3組
0 ｽｳｨﾝ宇都宮 257 古川　　陽 ﾌﾙｶﾜ ﾋｶﾙ 高3

SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 259 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 高1
260 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 高1
256 齋藤颯一郎 ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 高3

1 コナミ西宮 2284 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2286 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高1

2285 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
2283 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高3

2 京都外大西高 1942 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3
KGN 高校 1943 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2

1941 中村　圭哉 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾔ 高3
1944 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高1

3 Nalu Aquatic 649 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高2
NaluAC 高校 648 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高2

646 下宮　一真 ｼﾀﾐﾔ ｶｽﾞﾏ 高3
647 松田　卓己 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3

4 ダッシュ新津 1522 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高3
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 高校 1523 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3

1524 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
1525 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1

5 太成学院大高 2005 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2007 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 高3

2008 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
2006 日髙　優雅 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ 高3

6 市川高校 2236 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2241 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1

2240 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
2239 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高2

7 桃山学院 1999 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 1998 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高3

2000 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高1
2001 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高1

8 八戸工大一高 57 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 60 能正　将志 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｼ 高1

58 千葉祐太郎 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高3
59 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3
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