
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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン函館 22 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 23 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 中2

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

4 ナガイＳＳ 395 岩﨑　優介 ｲﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 中2
ﾅｶﾞｲSS 中学 394 齋藤　　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 中2

397 橋本　大河 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 中2
396 川端　志門 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾓﾝ 中2

5 山形ＤＣ 182 武田　一聖 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 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
181 寺島　健太 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 中2

6 いずみ能登川 2474 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 中2
IZUMI 21 中学 2476 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 中2

2475 荒谷　仁大 ｱﾗﾔ ﾆﾀﾞｲ 中2
2473 木村　遥敬 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 中2

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.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 NECGSC溝の口 1876 菅原　海心 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼﾝ 中2

NECGSC M 中学 1875 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中2
1878 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
1879 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ古河 274 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 中学 273 比留間海羽 ﾋﾙﾏ ﾐｳ 中1

275 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 中1
272 稲葉　涼馬 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳﾏ 中2

3 イトマン港北 1812 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1813 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 中1

1811 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中1
1814 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中1

4 スウィン北本 459 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中1
SWｷﾀﾓﾄ 中学 457 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中2

458 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 中2
461 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中1

5 新代田ＳＳ 1342 安岡　　蓮 ﾔｽｵｶ ﾚﾝ 中2
ｼﾝﾀﾞｲﾀSS 中学 1344 渡邊　　凌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 中1

1341 馬場創太郎 ﾊﾞﾊﾞ ｿｳﾀﾛｳ 中2
1343 三輪　颯人 ﾐﾜ ﾊﾔﾄ 中2

6 アテナＡＭＣ 546 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 中1
Athena 中学 544 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 中2

545 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 中2
547 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 中1

7 金田ＳＣ 978 川邉亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 中学 975 佐々木暁信 ｻｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 中2

977 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 中1
976 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中2

8 名鉄ＳＳ刈谷 2274 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 2273 久保田拳斗 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 中1

2271 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 中2
2272 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 中2
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スタートリスト

競技No.218 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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 2328 笠井　文哉 ｶｻｲ ﾌﾐﾔ 中2
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

2 大阪水泳学校 2765 片山　　匠 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 中2
OSAKA.SG 中学 2766 阪谷　恒輔 ｻｶﾀﾆ ｺｳｽｹ 中2

2767 東　　大空 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ 中2
2768 前田　大輝 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 中1

3 京都踏水会 2523 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 中2
ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2524 藤井　佑多 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 中2

2526 山中　仁景 ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ 中1
2525 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 中2

4 マリン西新井 1259 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1261 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中1

1260 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 中2
1258 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 中2

5 坂出伊藤ＳＳ 3215 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中1
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 3214 増田　　開 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 中2

3212 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中2
3213 村上　晴紀 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 中2

6 イトマン守口 2723 北村　慎也 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 中2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 中学 2720 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 中2

2722 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中2
2721 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 中2

7 ﾀﾞｯｼｭ前橋SC 364 小林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 中2
DSCﾏｴﾊﾞｼ 中学 365 槌谷　尚起 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 中2

368 浅見　大和 ｱｻﾐ ﾔﾏﾄ 中2
366 大杉　優介 ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ 中2

8 ＪＳＳ中川 2295 弘末　勇規 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 中2
JSSﾅｶｶﾞﾜ 中学 2296 片倉　銀士 ｶﾀｸﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 中2

2297 及川　　天 ｵｲｶﾜ ｱﾏﾄ 中1
2298 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 中1

Page: 3/4 Printing: 2017/03/30 10:08:53

群  馬

愛  知

加　盟

愛  知

大  阪

京  都

東  京

香  川

大  阪



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     
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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   4組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ロンド東村山 1194 本間　裕樹 ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 中2

ﾛﾝﾄﾞHGM 中学 1193 山田　晃誠 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 中2
1192 中島　大征 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 中2
1195 岡村　拓魅 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1678 林　　　武 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 中1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1672 説田　啓佑 ｾｯﾀ ｹｲｽｹ 中2

1673 奥川　朝陽 ｵｸｶﾞﾜ ｱｻﾋ 中2
1674 大場　寛人 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 中2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 761 安田　　凜 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ 中2
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 中学 763 落合　兼優 ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ 中2

764 鈴木　　亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 中2
762 西條　智也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 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

2642 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 中2
2644 植野　　零 ｳｴﾉ ﾚｲ 中2

5 イトマン草津 2449 山元　晃成 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 中学 2450 金村凜太郎 ｶﾈﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2

2452 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中2
2453 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 中2

6 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 401 林　直緒人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ 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

7 コナミ西葛西 1157 大島　尚也 ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1156 清水　真宏 ｼﾐｽﾞ ﾏﾋﾛ 中2

1160 鈴木　智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 中1
1158 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 中2

8 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 125 太田　惇暉 ｵｵﾀ ｱﾂｷ 中2

128 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中1
127 菊地　祥仁 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾄ 中2

Page: 4/4 Printing: 2017/03/30 10:08:55

大  阪

滋  賀

群  馬

東  京

宮  城

加　盟

東  京

神奈川

千  葉


