
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.216 男子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:30.74
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ＫＳＧときわ 2604 靏　　直哉 ﾂﾙ ﾅｵﾔ 中2
KSGﾄｷﾜSS 中学 2603 岡部　眞之 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 中3

2602 神﨑　大空 ｶﾝｻﾞｷ ﾀｲﾗ 中3
2601 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 中3

2 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1408 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 中学 1407 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 中3

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

3 レオＳＳ厚木 1236 三瓶　嵩将 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ 中2
ﾚｵSSｱﾂｷﾞ 中学 1237 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 中2

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

4 イトマン函館 27 京野　航大 ｷｮｳﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 28 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 中2

26 福庄　亮太 ﾌｸｼｮｳ ﾘｮｳﾀ 中2
29 阿部　日向 ｱﾍﾞ ﾋｭｳｶﾞ 中2

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 1536 渡邊　寛希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 中3

1537 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2
1539 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 中2

6 名鉄ＳＳ刈谷 1780 村佐孝太郎 ﾑﾗｻ ｺｳﾀﾛｳ 中1
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 1777 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 中3

1778 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 中2
1779 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2

7 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 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
1504 上野　将矢 ｳｴﾉ ﾏｻﾔ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 イ ト マ ン 2044 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2049 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中2

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

2 成増ロンド 1093 横山　　源 ﾖｺﾔﾏ ｹﾞﾝ 中2
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 中学 1092 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 中2

1090 ﾏﾃｨｰｱﾌｨﾘｯｸｽ ﾏﾃｨｰｱ ﾌｨﾘｯｸｽ 中3
1091 蔵元　泰智 ｸﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ 中3

3 坂出伊藤ＳＳ 2499 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中1
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 2498 増田　　開 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 中2

2496 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中2
2497 村上　晴紀 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 中2

4 ATSC.YW 1370 植村　港人 ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ 中3
ATSC.YW 中学 1373 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 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 1099 チュオクモ ﾁｭ ｵｸﾓ 中3
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1102 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 中1

1101 山田虎次郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 中3
1100 菅原　遼介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 中3

6 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 2107 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 中2

2105 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 中3
2109 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中2

7 NECGSC溝の口 1429 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中2
NECGSC M 中学 1432 内山　湧斗 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ 中2

1428 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2
1430 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 中2
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