
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.216 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.19
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 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

1252 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中1
1248 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 中3

2 コパン可児 1994 上田　　迅 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ 中2
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 中学 1995 中田　温大 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中2

1992 前川拳史朗 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾛｳ 中3
1993 安江　　陸 ﾔｽｴ ﾘｸ 中2

3 イトマン港北 1446 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1443 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 中3

1444 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中2
1447 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中2

4 アテナＡＭＣ 426 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 中2
Athena 中学 424 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 中3

425 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 中3
427 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 中2

5 金田ＳＣ 804 川邉亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2
ｶﾈﾀﾞSC 中学 801 佐々木暁信 ｻｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 中3

803 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 中2
802 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中3

6 豊橋ＳＳ 1896 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 1894 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 中2

1897 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中2
1895 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 中2

7 ＪＳＳ長岡 1583 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 中2
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 1581 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中3

1582 野口　康介 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 中2
1580 小林　稜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 中3

8 ｽｳｨﾝあざみ 283 小濱　壱晟 ｺﾊﾏ ｲｯｾｲ 中2
SWｱｻﾞﾐ 中学 280 河原　隼斗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾔﾄ 中3

282 川中子琢巳 ｶﾜﾅｺﾞ ﾀｸﾐ 中3
281 荒木勇太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 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.216 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.19
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 ＪＳＳ中川 1902 及川　　天 ｵｲｶﾜ ｱﾏﾄ 中2
JSSﾅｶｶﾞﾜ 中学 1904 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 中2

1901 松崎　航汰 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀ 中3
1903 山守　康介 ﾔﾏﾓﾘ ｺｳｽｹ 中2

2 坂出伊藤ＳＳ 2685 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中2
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 2683 増田　　開 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 中3

2686 熊谷　旺俊 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾄｼ 中2
2684 川染　友瞭 ｶﾜｿﾒ ﾄﾓｱｷ 中3

3 イ ト マ ン 2187 高島　亜純 ﾀｶｼﾏ ｱｽﾞﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝ 中学 2185 田中　温介 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 中3

2186 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中3
2188 出原　啓伍 ｲﾃﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ 中3

4 スウィン北本 361 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2
SWｷﾀﾓﾄ 中学 359 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中3

360 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 中3
362 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中2

5 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 309 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 中2

308 町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 中3
310 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中2

6 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1165 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1163 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 中2

1162 田中　佑規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中2
1164 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 中2

7 枚方ＳＳ 2332 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2330 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 中2

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

8 塚口ＳＳ 2427 松本　　陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 中3
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2428 八木　大輝 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ 中3

2429 川越　悠河 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ 中2
2426 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 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.216 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.19
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1007 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 中2
AQLUB HO 中学 1006 飯田　悠斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中3

1005 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中3
1008 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 2517 福島　悠貴 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 中3
ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 中学 2518 辰己　勇馬 ﾀﾂﾐ ﾕｳﾏ 中3

2520 杉本　浩崇 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼ 中2
2519 林　　和真 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 中3

3 イトマン函館 21 中澤　剣生 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｾｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 中学 18 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 中3

20 石井空怜真 ｲｼｲ ｸﾚﾏ 中2
19 阿部　日向 ｱﾍﾞ ﾋｭｳｶﾞ 中3

4 マリン西新井 1051 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 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
1052 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 中3

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 883 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 中2

879 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 中2
878 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中3

6 ＫＳＧミドリ 2625 河本　遥音 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ 中3
KSGﾐﾄﾞﾘ 中学 2626 山田　淳斗 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾄ 中3

2627 辻岡　　創 ﾂｼﾞｵｶ ｿｳ 中2
2628 三好　達也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 中2

7 イトマン守口 2260 北村　慎也 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 中3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 中学 2256 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 中3

2258 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中3
2257 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 中3

8 ｲﾄﾏﾝ古河 218 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 中学 217 比留間海羽 ﾋﾙﾏ ﾐｳ 中2

219 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 中2
220 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 中1

9

Page: 3/3 Printing: 2017/08/26 10:25:39

茨  城

加　盟

奈  良

北海道

東  京

東  京

広  島

大  阪

東  京


