
第39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.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 豊橋ＳＳ 2291 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中1
ﾄﾖﾊｼSS 中学 2289 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 中1

2288 飯島　浩平 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 中2
2290 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中1

3 塚口ＳＳ 2900 松本　　陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2899 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中2

2901 八木　大輝 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ 中2
2902 川越　悠河 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ 中1

4 イトマン港北 1811 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1812 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中1

1810 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 中2
1814 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中1

5 スウィン北本 461 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中1
SWｷﾀﾓﾄ 中学 460 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中1

459 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中1
457 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中2

6 名鉄ＳＳ刈谷 2272 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 2274 村佐孝太郎 ﾑﾗｻ ｺｳﾀﾛｳ 中1

2271 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 中2
2273 久保田拳斗 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 中1

7

8
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第39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.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 NECGSC玉川 1543 押木蓮太朗 ｵｼｷ ﾚﾝﾀﾛｳ 中2

NECGSC T 中学 1545 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 中2
1546 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中1
1544 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 中2

2 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1207 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 中1
AQLUB HO 中学 1206 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 中1

1205 清水　遥希 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 中2
1204 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中2

3 スウィン埼玉 596 伊藤　啓剛 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞｳ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 592 辻　　昂大 ﾂｼﾞ ｺｳﾀﾞｲ 中2

594 松本　匠未 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 中2
593 東藤承太郎 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中2

4 イトマン草津 2452 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 中学 2449 山元　晃成 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 中2

2451 西田　愛翔 ﾆｼﾀﾞ ｱｲﾄ 中2
2453 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中2

5 スウィン太田 400 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 中2
SWｵｵﾀ 中学 399 塚本　進平 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 中2

398 高柳　　翔 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 中2
402 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中1

6 ＪＳＳ南光台 129 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中1
JSSﾅﾝｺｳ 中学 127 菊地　祥仁 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾄ 中2

128 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中1
126 辺見　　迅 ﾍﾝﾐ ｼﾞﾝ 中2

7 東京ＳＣ 1068 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1063 山崎　　悠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 中2

1065 福島　琉生 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 中2
1064 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中2

8 ヤクルト東 66 三橋凛大朗 ﾐﾂﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 中学 68 東谷　亮汰 ｱｽﾞﾏﾔ ﾘｮｳﾀ 中1

67 髙谷　悠人 ﾀｶﾔ ﾕｳﾄ 中1
65 熊澤　真翔 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 中2
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第39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.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｽｳｨﾝ春日部 733 猪　　波音 ｲﾉ ﾅｵﾄ 中2

SWｶｽｶﾍﾞ 中学 731 米田　海翔 ﾖﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 中2
732 青木　駿人 ｱｵｷ ﾊﾔﾄ 中2
734 渋谷　　玲 ｼﾌﾞﾔ ﾚｲ 中1

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1674 大場　寛人 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 中2
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1672 説田　啓佑 ｾｯﾀ ｹｲｽｹ 中2

1675 井芹　琢人 ｲｾﾘ ﾀｸﾄ 中2
1676 藤永　直透 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 中2

3 三菱養和ＳＳ 1177 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1178 黒沼　良太 ｸﾛﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 中2

1179 関根　拓人 ｾｷﾈ ﾀｸﾄ 中1
1176 天野　　翼 ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 中2

4 イ ト マ ン 2641 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2645 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中2

2643 金星　洋将 ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ 中2
2644 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中2

5 マリン西新井 1258 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 中2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1260 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 中2

1261 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中1
1259 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中2

6 いずみ能登川 2475 荒谷　仁大 ｱﾗﾔ ﾆﾀﾞｲ 中2
IZUMI 21 中学 2474 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中2

2473 木村　遥敬 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 中2
2476 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 中2

7 ダッシュ三条 1998 赤塚　堅太 ｱｶﾂｶ ｹﾝﾀ 中2
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1999 長谷川知哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 中2

2000 鈴木　滉大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 中2
2001 渡辺　　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 中2

8 コナミ伏見 2503 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中1
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2501 西　　光瑠 ﾆｼ ﾋｶﾙ 中2

2502 大藤健太郎 ｵｵﾌｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 中2
2500 下條　亨太 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 中2
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第39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.140 男子    400m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ﾀﾞｯｼｭ前橋SC 365 槌谷　尚起 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 中2

DSCﾏｴﾊﾞｼ 中学 368 浅見　大和 ｱｻﾐ ﾔﾏﾄ 中2
367 髙橋　弘大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 中2
366 大杉　優介 ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ 中2

2 名鉄Ｓ新瀬戸 2331 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 中2
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 2330 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

2332 大野虎治郎 ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ 中1
2329 吉永　竜馬 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｮｳﾏ 中2

3 ATSC.YW 1792 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 中2
ATSC.YW 中学 1790 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 中2

1793 坂本　　恒 ｻｶﾓﾄ ｺｳ 中2
1791 笹本　悠帆 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾎ 中2

4 NECGSC溝の口 1874 水野　大輝 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ 中2
NECGSC M 中学 1879 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中2

1876 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中2
1875 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2

5 山形ＤＣ 181 寺島　健太 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 中2
ﾔﾏｶﾞﾀDC 中学 180 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 中2

179 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 中2
182 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 中2

6 イトマン守谷 262 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中2
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 中学 260 薄　　隼太 ｳｽ ｼﾞｭﾝﾀ 中2

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

7 コナミ西葛西 1156 清水　真宏 ｼﾐｽﾞ ﾏﾋﾛ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1158 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中2

1157 大島　尚也 ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 中2
1159 内田　　晴 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 中1

8 枚方ＳＳ 2788 森岡　海翔 ﾓﾘｵｶ ｶｲﾄ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2791 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 中1

2789 長嶋　竜生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 中2
2790 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中1
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