
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.170 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:13.65
ＣＳ                大会記録  3:25.86

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ATSC.YW 1424 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1
ATSC.YW 高校 1421 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2

1422 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高2
1423 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 高1

2 中京大中京高 1820 武山健一郎 ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高3
CHUKYO 高校 1818 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高3

1821 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高3
1827 金澤　　遼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高1

3 飛龍高校 1700 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1698 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 高3

1699 勝亦　翔吾 ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3
1697 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3

4 東京ＳＣ 873 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 高校 876 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

872 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高3
871 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 高3

5 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1477 天野　栞太 ｱﾏﾉ ｶﾝﾀ 高2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1479 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高1

1480 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 高1
1478 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

6 市川高校 2410 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2413 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1

2411 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高2
2412 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高2

7 コナミ西宮 2452 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2451 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高2

2450 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
2454 上田遼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中3

8 イトマン草津 2013 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高2
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 2016 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中3

2014 須崎　天馬 ｽｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 高2
2012 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高2
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2組
0 和歌山北高校 2552 門口　泰我 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高1

ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 2549 植村　龍太 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 高3
2551 根来　智徳 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾉﾘ 高3
2550 上野　凌平 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ 高3

1 豊川高 1940 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1942 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高2

1939 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高2
1943 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高2

2 日大高 1236 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1239 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高2

1238 熊倉　洸月 ｸﾏｸﾗ ｺｳｹﾞﾂ 高3
1235 清水　智弘 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高3

3 アクラブ藤沢 1264 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高3
AQLUB FJ 高校 1267 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1

1265 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 高3
1266 小澤雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高2

4 三菱養和ＳＳ 984 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 982 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2

981 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高2
980 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 高3

5 イ ト マ ン 2177 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2178 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高2

2176 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3
2172 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高3

6 桃山学院 2143 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2140 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高2

2141 秦　隆太朗 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 高2
2137 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高3

7 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1019 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1016 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高2

1015 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高3
1017 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高2

8 柳川高校 2739 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高2
ﾔﾅｶﾞﾜ 高校 2741 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高2

2742 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高2
2743 鳥取敬ノ介 ﾄｯﾄﾘ ﾀｶﾉｽｹ 高1
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0 名古屋高 1811 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高3

ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1813 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高2
1809 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高3
1810 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 高3

1 京都外大西高 2050 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高3
KGN 高校 2052 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高2

2053 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高2
2051 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高2

2 東邦高 1806 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高3
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1805 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高3

1807 溝口　侑歩 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 高2
1802 落合　大地 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲﾁ 高3

3 ﾌﾟﾚｵﾝ千間台 440 寺島　偉生 ﾃﾗｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 高3
ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ 高校 442 野村　奏太 ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 高2

443 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高2
441 佐藤　銀河 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 高2

4 太成学院大高 2149 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2144 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3

2148 常原　健吾 ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高2
2146 金﨑　　廉 ｶﾅｻｷ ﾚﾝ 高3

5 坂出伊藤ＳＳ 2680 原　　直輝 ﾊﾗ ﾅｵｷ 高3
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 2679 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高3

2681 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2
2682 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中3

6 日大豊山 765 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 769 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1

770 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1
766 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2

7 愛み大瑞穂高 1781 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高3
MIZUHO 高校 1782 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高2

1780 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 高3
1779 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 高3

8 大分雄城台高 2854 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高1
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2850 島末　侑我 ｼﾏｽｴ ﾕｳｶﾞ 高3

2851 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 高3
2849 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高3
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