
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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.74
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 1605 山田　圭悟 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高3
ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 高校 1604 荒田　憲助 ｱﾗﾀ ｹﾝｽｹ 高3

1607 坂本　　尋 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 高2
1606 渡邉　和生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 高2

2 京都外大西高 1942 白山　直樹 ｼﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 高3
KGN 高校 1945 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高1

1944 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高1
1943 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高2

3 市川高校 2238 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高2
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
2236 冨田　圭人 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ 高3

4 イ ト マ ン 2032 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2033 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 高3

2043 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 高1
2034 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

5 飛龍高校 1599 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1596 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高3

1600 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2
1597 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

6 ＮＳＩ 2311 上中　幸哉 ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ 高3
NSI 高校 2316 山本　剛矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 高2

2312 澁谷　鉄人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ 高3
2314 大野　寛之 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 高3

7 塚口ＳＳ 2253 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2255 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高1

2252 須波　佳吾 ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ 高3
2254 アハマド隼人 ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ 高3
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2組
0

1 鹿児島情報高 2802 林　　彪吾 ﾊﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2688 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 高2

2801 岩元　大佳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3
2689 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高2

2 佐賀商業高校 2640 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高1
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 2638 森田　耕輔 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 高2

2637 熊澤　　陸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｸ 高3
2635 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高3

3 太成学院大高 2007 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2010 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 高2

2008 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
2005 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3

4 東京ＳＣ 828 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 高校 830 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高1

826 村田　　翔 ﾑﾗﾀ ｶｹﾙ 高3
825 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3

5 中京大中京高 1719 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 高2
CHUKYO 高校 1717 高山　大輝 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 高3

1727 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高1
1718 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2

6 コナミ西宮 2285 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2282 宮本　光琉 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3

2286 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高1
2283 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高3

7 東邦高 1701 牧村　高志 ﾏｷﾑﾗ ﾀｶｼ 高3
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1702 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 高2

1699 間瀬　大雅 ﾏｾ ﾀｲｶﾞ 高3
1703 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高2
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3組
0

1 コナミ北浦和 399 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 398 足立　　翔 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 高3

401 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1
400 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高1

2 白鴎大足利 215 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 217 菊地　秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

214 塩島　広規 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 高3
216 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高2

3 名古屋高 1706 芝　　洸太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1709 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高2

1712 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高1
1710 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2

4 湘南工大附 1164 横浜　海斗 ﾖｺﾊﾏ ｶｲﾄ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1165 鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 高2

1162 諏訪部侑吾 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 高3
1163 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高3

5 日大豊山 729 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 732 塚田　大輝 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3

728 河森　智文 ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 高3
734 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2

6 豊川高 1836 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1833 北城　　匠 ｷﾀｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 高1

1827 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高2
1828 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2

7 大分雄城台高 2681 一ノ宮　陸 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾘｸ 高2
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2678 浅井　拓実 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 高3

2679 松尾　真理 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ 高3
2680 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高2

8 日本文理 1483 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1481 緒方　健人 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 高3

1482 石﨑　陸人 ｲｼｻﾞｷ ﾘｸﾄ 高2
1480 北山　晃河 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ 高3
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