
第40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.169 男子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:13.65
１３～１４歳        大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 塚口ＳＳ 2429 川越　悠河 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2427 松本　　陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 中3

2426 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中3
2430 鳴尾　夢月 ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ 中2

2 ダッシュ新潟 1600 佐藤　元輝 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 中3
Dﾆｲｶﾞﾀ 中学 1598 山岸　勇太 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾀ 中3

1601 長谷川　謙 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ 中2
1599 田辺　　大 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ 中3

3 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1005 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中3
AQLUB HO 中学 1008 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 中2

1006 飯田　悠斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3
1007 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 中2

4 スウィン太田 306 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 中3
SWｵｵﾀ 中学 308 町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 中3

307 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 中3
310 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中2

5 東京ＳＣ 882 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 880 橋本　瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 中2

877 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 中3
878 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中3

6 豊橋ＳＳ 1897 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 1895 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 中2

1896 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2
1894 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 中2

7 NECGSC玉川 1249 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 中3
NECGSC T 中学 1251 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中2

1250 相川　　達 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ 中2
1248 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 中3

8 名鉄Ｓ新瀬戸 1920 大野虎治郎 ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ 中2
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 中学 1917 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中3

1918 丸田　峻也 ﾏﾙﾀ ｼｭﾝﾔ 中3
1919 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 中3
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第40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.169 男子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:13.65
１３～１４歳        大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 マリン西新井 1052 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 中3
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1054 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中2

1053 川口　楓瑚 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ 中2
1051 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中3

2 イトマン守谷 203 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中3
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 中学 205 木野内将太 ｷﾉｳﾁ ｼｮｳﾀ 中2

204 野辺　陽太 ﾉﾍﾞ ﾖｳﾀ 中3
202 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 中3

3 枚方ＳＳ 2328 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2327 長嶋　竜生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 中3

2329 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 中2
2332 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中2

4 イトマン港北 1447 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1444 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中2

1448 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1
1443 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 中3

5 ＪＳＳ南光台 95 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中2
JSSﾅﾝｺｳ 中学 94 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中2

93 福田　一樹 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中3
92 菊地　祥仁 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾄ 中3

6 スウィン北本 363 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中2
SWｷﾀﾓﾄ 中学 362 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中2

360 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 中3
359 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中3

7 スウィン鴻巣 492 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中2
SWｺｳﾉｽ 中学 493 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 中1

494 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 中1
491 小川　蒼太 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 中3

8 イトマン守口 2257 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 中3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 中学 2259 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 中3

2258 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中3
2260 北村　慎也 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 中3
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