
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.220 男子    400m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 名古屋高 2195 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2191 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高2

2197 高谷　神威 ﾀｶﾔ ｶﾑｲ 高1
2193 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高2

4 中京大中京高 2204 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 高2
CHUKYO 高校 2203 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2

2211 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高1
2206 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高2

5 ＭＹＳ名学院 2279 森國　翔太 ﾓﾘｸﾆ ｼｮｳﾀ 高3
MYSﾅｺﾞﾔ 高校 2280 碓井　康平 ｳｽｲ ｺｳﾍｲ 高2

2277 谷岡　剛志 ﾀﾆｵｶ ﾂﾖｼ 高3
2278 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 高3

6 ｻﾝｹｲST 2857 福岡　清流 ﾌｸｵｶ ｾｲﾘｭｳ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2858 西本　　涼 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳ 高2

2859 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高1
2856 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 太成学院大高 2591 麻野　　陣 ｱｻﾉ ｼﾞﾝ 高3

ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2595 雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 高2
2592 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高2
2589 井本　元汰 ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 高3

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1217 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1218 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 高1

1216 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高1
1215 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高2

3 スウィン東光 532 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高1
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 533 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 中3

530 小暮　悠雅 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾏ 高2
531 小松﨑泰道 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲﾄﾞｳ 高2

4 スウィン大宮 425 伊藤　海成 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 高1
SWｵｵﾐﾔ 高校 423 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高2

422 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 高3
424 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高2

5 ダッシュ新津 2026 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 中3
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 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
2023 樋口　陽太 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 高3

6 Ｓｔｙｌｅ１ 1148 高濱　凌大 ﾀｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高1
Style1 高校 1149 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高1

3471 濱尾　矩考 ﾊﾏｵ ﾉﾘﾀｶ 高2
3472 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高2

7 浜名湖ＳＳ 棄権
ﾊﾏﾅｺSS

8 飛龍高校 2081 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2080 辻田　裕也 ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 高3

2083 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高2
2088 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高1
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3組
1 イ ト マ ン 2624 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 高3

ｲﾄﾏﾝ 高校 2632 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 高2
2639 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 高1
2626 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 高3

2 白鴎大足利 284 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高2
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 286 菊地　秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 高2

283 松下　侃太 ﾏﾂｼﾀ ｶﾝﾀ 高2
285 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高2

3 三菱養和ＳＳ 1174 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1170 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 高2

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

4 コナミ西宮 2939 野々口慎也 ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 高3
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2938 宮本　光琉 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3

2940 大川　航輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 高3
2937 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 高3

5 コナミ北浦和 500 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 499 足立　　翔 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 高3

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

6 ヨコハマＳＣ 1577 ワタナベブルーノ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾞﾙｰﾉﾏ 高3
ﾖｺﾊﾏSC 高校 1576 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 高3

1578 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高1
1575 綿貫　海斗 ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 高3

7 ＪＳＳ八王子 1454 神賀　　聖 ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 高校 1455 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 高2

1456 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 高2
1457 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 高1

8 塚口ＳＳ 2896 佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 高校 2898 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高1

2895 須波　佳吾 ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ 高3
2897 アハマド隼人 ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ 高3
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4組
1 日大豊山 933 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 高2

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 931 坂　　登暉 ｻｶ ﾄｱｷ 高3
935 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高2
934 長瀬　勇太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 高2

2 金町ＳＣ 1000 山下　泰幸 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 高3
ｶﾅﾏﾁSC 高校 1002 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 高1

1001 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高2
1003 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高1

3 日体大荏原 941 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 939 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3

937 峯岸　和也 ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ 高3
940 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高2

4 豊川高 2347 山本　遥斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2350 今井　流星 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 高3

2351 岩田　睦生 ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ 高3
2349 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3

5 湘南工大附 1519 横浜　海斗 ﾖｺﾊﾏ ｶｲﾄ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1521 鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 高2

1522 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高1
1517 青木　宏祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 高3

6 慶応 1538 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高1
ｹｲｵｳ 高校 1535 東木　将馬 ﾄｳｷ ｼｮｳﾏ 高3

1534 仲野　航平 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 高3
1539 佐藤　大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 高1

7 桃山学院 2586 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2582 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高1

2583 和田　大梧 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高1
2584 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高1

8 市川高校 2879 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 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

2881 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高2
2880 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 高2
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