
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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.19
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 日体大荏原 774 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 772 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 高3
773 辰巳　雄河 ﾀﾂﾐ ﾕｳｶﾞ 高3
771 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高3

1 スウィン大宮 330 伊藤　海成 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 高2
SWｵｵﾐﾔ 高校 328 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 高3

331 伊藤信太朗 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
329 岩佐　拓馬 ｲﾜｻ ﾀｸﾏ 高3

2 桃山学院 2142 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2138 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高2

2143 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高1
2140 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高2

3 豊川高 1941 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 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

1946 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高1
1943 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高2

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

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

5 鳥取・パジャ 2892 日笠　鉄平 ﾋｶﾞｻ ﾃｯﾍﾟｲ 高3
ﾄﾘ･ﾊﾟｼﾞｬ 高校 2575 本田　航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高1

2893 高野　隼也 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾔ 高2
2894 高野　竜也 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ 高2

6 京都外大西高 2054 林　　快斗 ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 高2
KGN 高校 2055 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高2

2053 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高2
2050 辰巳　海斗 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 高3

7 日大高 1237 宝田　昇大 ﾀｶﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1238 熊倉　洸月 ｸﾏｸﾗ ｺｳｹﾞﾂ 高3

1240 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高1
1236 武田　弥己 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 高3

8 東邦高 1801 松岡　優斗 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 高3
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1803 林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 高3

1806 松岡　修吾 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｺﾞ 高3
1805 森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 高3

9 鹿児島情報高 2865 田中　騎士 ﾀﾅｶ ﾅｲﾄ 高2
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2863 小竹　　蓮 ｵﾀﾞｹ ﾚﾝ 高3

2864 河野　龍人 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾄ 高3
2866 眞川　　陸 ｼﾝｶﾜ ﾘｸ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 コナミ白石 40 近江　　颯 ｵｳﾐ ﾊﾔﾃ 高2

ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高校 39 遠藤　　颯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔｾ 高3
37 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 高3
38 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高3

1 佐賀商業高校 2803 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高2
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 2800 森田　耕輔 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 高3

2802 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 高2
2801 森　　力起 ﾓﾘ ﾘｷ 高3

2 名古屋高 1810 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1809 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 高3

1813 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高2
1811 鶴田　宙也 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾔ 高3

3 スウィン東光 414 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高2
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 高校 415 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高1

412 小暮　悠雅 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾏ 高3
413 小松﨑泰道 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲﾄﾞｳ 高3

4 イ ト マ ン 2181 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 2171 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 高3

2180 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 高2
2172 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高3

5 Ｓｔｙｌｅ１ 958 高濱　凌大 ﾀｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2
Style1 高校 959 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高2

957 濱尾　矩考 ﾊﾏｵ ﾉﾘﾀｶ 高3
956 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高3

6 市川高校 2408 藤田　紘希 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2412 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高2

2410 福原　匠海 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
2413 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1

7 伊東高校 1693 松本　周也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高2
ｲﾄｳｺｳｺｳ 高校 1694 土屋　俊輔 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 高2

1695 杉本　蓮樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ 高2
1692 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 高3

8 柳川高校 2740 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 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
2739 狩野　恭仁 ｶﾉ ﾕｷﾄ 高2

9 県立浦和 326 福貴田佳佑 ﾌｷﾀ ｹｲｽｹ 高2
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 323 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 高3

325 加藤　公朗 ｶﾄｳ ｷﾐｱｷ 高3
324 川島　由伸 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ｻﾝｹｲST 2392 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高2

ｻﾝｹｲST 高校 2391 西本　　涼 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳ 高3
2390 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高3
2389 畑田　瑛良 ﾊﾀﾀﾞ ｱｷﾗ 高3

1 大分雄城台高 2852 一ノ宮　陸 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾘｸ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2853 津﨑　海斗 ﾂｻﾞｷ ｶｲﾄ 高2

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

2 飛龍高校 1696 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1698 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 高3

1697 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3
1700 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2

3 湘南工大附 1227 横浜　海斗 ﾖｺﾊﾏ ｶｲﾄ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1228 鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 高3

1229 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高2
1230 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高2

4 太成学院大高 2145 山村　波風 ﾔﾏﾑﾗ ｻｱﾌ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2151 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高2

2144 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3
2149 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1017 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1018 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 高2

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

6 日大豊山 763 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 769 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1

765 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
766 吉田　啓祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2

7 中京大中京高 1819 宮坂　将也 ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾔ 高3
CHUKYO 高校 1829 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高1

1824 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高2
1818 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高3

8 白鴎大足利 223 髙村　光希 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ 高3
ﾊｸｵｳﾀﾞｲ 高校 225 菊地　秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 高3

222 松下　侃太 ﾏﾂｼﾀ ｶﾝﾀ 高3
224 細澤　知弘 ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高3

9 佐伯鶴城 2841 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ 高3
ｶｸｼﾞｮｳST 高校 2842 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高1

2840 渡邉　剛生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 高3
2843 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高1
Page: 3/3 Printing: 2017/08/26 10:26:05

栃  木

大  分

加　盟

静  岡

神奈川

大  阪

東  京

東  京

愛  知

大  阪

大  分


