
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.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 東邦高 2187 落合　大地 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲﾁ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 2190 早矢仕幸佑 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 高1

2188 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高2
2189 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高2

3 飛龍高校 2088 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2082 坂田　知哉 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 高3

2085 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 高2
2081 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3

4 塚口ＳＳ 2896 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2895 須波　佳吾 ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ 高3

2898 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高1
2897 アハマド隼人 ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ 高3

5 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 61 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 高1

60 能正　将志 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｼ 高1
59 吉崎　　旭 ﾖｼｻﾞｷ ｱｻﾋ 高3

6 愛工大名電高 2325 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 2322 横井隆一郎 ﾖｺｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 高3

2324 稲垣　達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 高2
2323 髙野　泰有 ﾀｶﾉ ﾀｲﾄ 高3

7 名古屋高 2193 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2195 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高1

2192 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 高2
2196 高橋　宇海 ﾀｶﾊｼ ｳﾐ 高1
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 NECGSC溝の口 1869 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 高2

NECGSC M 高校 1867 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3
1872 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高1
1868 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2

2 日大豊山 935 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 934 長瀬　勇太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 高2

932 日比　崇達 ﾋﾋﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 高3
931 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3

3 京都文教高 2485 山川　　凱 ﾔﾏｶﾜ ｶｲ 高3
K.Bunkyo 高校 2488 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 高2

2489 髙橋　颯汰 ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾀ 高2
2487 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 高2

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1215 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1219 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高1

1216 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高1
1217 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高1

5 ダッシュ新津 2023 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 高校 2022 渡辺　武史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 高3

2024 中川　　潤 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
2025 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高1

6 Nalu Aquatic 811 早田　真宙 ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ 高2
NaluAC 高校 810 菅野　幹也 ｽｶﾞﾉ ﾐｷﾔ 高2

812 西條　雄貴 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 高1
809 松田　卓己 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 高3

7 中京大中京高 2203 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2
CHUKYO 高校 2206 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高2

2211 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高1
2210 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高1

8 太成学院大高 2596 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2592 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2

2590 日髙　優雅 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ 高3
2589 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3
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スタートリスト

競技No.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 スウィン大教 564 増田　　亮 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

SWﾀﾞｲｷｮｳ 高校 567 平間　大也 ﾋﾗﾏ ﾀﾞｲﾔ 高1
565 市毛　将翔 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ 高3
566 加藤大志朗 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高1

2 和歌山北高校 3062 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 3061 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高2

3060 西川　貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 高3
3059 永山　礁太 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高3

3 市川高校 2881 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2882 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高1

2879 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高2
2880 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高2

4 尾鷲高 2403 大山　知章 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 高3
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 2401 菊池　裕雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ 高3

2400 山本　健志 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 高3
2402 菊池　泰雅 ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 高3

5 のぼりとＳＣ 1591 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 高3
ﾉﾎﾞﾘﾄSC 高校 1593 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 高2

1592 秋元　龍大 ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高2
1590 安達　舜貴 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 高3

6 桃山学院 2581 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2580 池田　隆晟 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 高2

2584 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高1
2582 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高1

7 日体大荏原 938 海老沼孝貴 ｴﾋﾞﾇﾏ ｺｳｷ 高3
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 941 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2

940 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高2
939 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3

8 イ ト マ ン 2629 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2636 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高1

2623 谷口　健太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 高3
2626 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3
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スタートリスト

競技No.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東京ＳＣ 1059 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高2

ﾄｳｷｮｳSC 高校 1058 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高2
1062 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高1
1057 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高3

2 ﾌﾟﾚｵﾝ千間台 563 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高1
ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ 高校 560 寺島　偉生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 高2

561 佐藤　銀河 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 高1
562 野村　奏太 ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 高1

3 湘南工大附 1517 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1522 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高1

1523 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高1
1518 堀　　康平 ﾎﾘ ｺｳﾍｲ 高2

4 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1862 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｻｷﾞﾇﾏSCS 1861 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 高2

1860 宮城　　淳 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ 高2
1863 神谷　琉成 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 中3

5 ＳＭＳＴ 1311 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 1309 ﾏｰﾃｨﾝ・ｶｽﾞｷ ﾏｰﾃｨﾝ ｶｽﾞｷ 高3

1312 ｻﾊﾗ・ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 高2
1310 ｶﾅｻﾞﾜ・ﾀｶｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 高2

6 コナミ北浦和 502 鎌田　優吾 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 高1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 503 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高1

500 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
501 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高1

7 愛み大瑞穂高 2170 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高1
MIZUHO 高校 2169 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高2

2168 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 高2
2167 後藤　雅弥 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ 高3

8 ヨコハマＳＣ 1578 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高1
ﾖｺﾊﾏSC 高校 1575 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 高3

1574 田宮　　怜 ﾀﾐﾔ ﾚｲ 高3
1576 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3

Page: 4/5 Printing: 2017/03/29 10:27:43

神奈川

東  京

埼  玉

愛  知

神奈川

加　盟

東  京

埼  玉

神奈川



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.142 男子    400m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 鶴岡ＳＣ 171 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 高1

ﾂﾙｵｶSC 高校 169 門脇　正知 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ 高2
172 冨樫　孝太 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾀ 高1
170 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 高1

2 武蔵野 924 田村　　麗 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 925 澤野　宗行 ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ 高1

922 堀内　海仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 高3
923 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高2

3 スウィン大宮 422 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3
SWｵｵﾐﾔ 高校 424 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高2

425 伊藤　海成 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 高1
423 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高2

4 ATSC.YW 1784 立川　晴信 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 高3
ATSC.YW 1786 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高1

1787 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高1
1789 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

5 豊川高 2352 舘　　翔汰 ﾀﾃ ｼｮｳﾀ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2362 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高1

2366 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高1
2353 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 高2

6 三菱養和ＳＳ 1175 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 1173 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

1172 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高1
1171 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 高2

7 慶応 1539 佐藤　大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 高1
ｹｲｵｳ 高校 1534 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高3

1536 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 高3
1538 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高1

8 坂出伊藤ＳＳ 3208 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高2
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 高校 3209 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高2

3211 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高1
3210 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高2
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