
第40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.140 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 IMAICHI 316 手塚　友己 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 中2
IMAICHI 中学 319 星　　伊織 ﾎｼ ｲｵﾘ 中2

318 池田武沙士 ｲｹﾀﾞ ﾑｻｼ 中2
317 福田　紫悠 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳ 中2

3 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1383 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中1
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1381 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 中2

1380 田中　佑規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中2
1382 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 中2

4 ＪＳＳ津山 3110 毛利　　天 ﾓｳﾘ ｿﾗ 中2
JSSﾂﾔﾏ 中学 3107 萬代　悠斗 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ 中2

3111 岩村　優志 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｼ 中2
3108 長田　卓己 ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 中2

5 KSGSSS防府 3167 岡谷　開翔 ｵｶﾀﾆ ｶｲﾄ 中2
KSGSSSﾎｳ 中学 3166 水谷　太一 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ 中2

3169 河野　陽仁 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ 中1
3168 牧野　佑飛 ﾏｷﾉ ﾕｳﾋ 中2

6 浜名湖ＳＳ 2134 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 中2
ﾊﾏﾅｺSS 中学 2135 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 中2

2133 菊地　善喜 ｷｸﾁ ｲｲ 中2
2136 増田　修士 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 中1

7 スウィン太田 374 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中2
SWｵｵﾀ 中学 371 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

372 原田　　晟 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 中2
373 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 中2
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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.140 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 コナミ伏見 2451 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中2

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2452 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 中1
2453 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中1
2450 杉山　門世 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾝﾄﾞ 中2

2 姫路スポーツ 2908 森田　遥大 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ 中2
ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ 中学 2911 大倉　瑞輝 ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ 中2

2909 濱野　瑠亜 ﾊﾏﾉ ﾙｱ 中2
2910 髙瀬　慶太 ﾀｶｾ ｹｲﾀ 中2

3 神奈中ＳＳ 1560 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 中2
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1559 作前　太一 ｻｸﾏｴ ﾀｲﾁ 中2

1558 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中2
1557 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中2

4 みなとＳＳ 2297 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 中1
ﾐﾅﾄSS 中学 2294 坂本　蒼空 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 中2

2296 鈴木　皓稀 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 中1
2295 名富祥汰郎 ﾅﾄﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 中2

5 NECGSC玉川 1489 新井　拓稀 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 中2
NECGSC T 中学 1488 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中2

1487 相川　　達 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ 中2
1490 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中1

6 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 800 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 中2
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 中学 802 設樂　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 中2

799 森川　結羽 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳ 中2
801 渡邉　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 中2

7 大館ＳＳ 149 髙清水清央 ﾀｶｼﾐｽﾞ ｷﾖﾃﾙ 中2
ｵｵﾀﾞﾃSS 中学 147 鈴木　俊平 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中2

148 根本　沙風 ﾈﾓﾄ ｻｱﾌ 中2
146 虻川　　響 ｱﾌﾞｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 中2

8 協栄MD座間 1840 熊谷光一郎 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 中1
KYOEI-Z 中学 1839 佐藤　　克 ｻﾄｳ ｶﾂ 中2

1837 小原　芽生 ｵﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 中2
1838 佐々木鴻太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 中2
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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.140 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 三菱養和ＳＳ 1159 関根　拓人 ｾｷﾈ ﾀｸﾄ 中2

ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1161 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中1
1162 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中1
1160 山本　莉汰 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾀ 中2

2 ＮＳＩ 2945 長島京志郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 中2
NSI 中学 2947 向井　瑛希 ﾑｶｲ ｴｲｷ 中2

2944 江副　澪音 ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ 中2
2946 村上　汰晟 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 中2

3 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1187 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 中2
AQLUB HO 中学 1189 成嶋　義徳 ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ 中1

1186 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 中2
1188 金田　悠希 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 中2

4 イトマン港北 1764 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1762 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中2

1765 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1
1760 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 中2

5 日大豊山中学 917 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中2
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 918 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中1

919 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中1
916 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 中2

6 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1293 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中1
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1291 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 中1

1292 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中1
1290 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 中2

7 アーデル 736 星　　隆希 ﾎｼ ﾘｭｳｷ 中2
ｱｰﾃﾞﾙ 中学 737 笛田　晃希 ﾌｴﾀﾞ ｺｳｷ 中2

738 榊原　拓海 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 中2
735 柴　　瑞貴 ｼﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 中2

8 イトマン王寺 3029 佐藤　源起 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 中学 3028 山本　拓弥 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 中2

3030 吉村　　渉 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 中2
3031 植村　　樂 ｳｴﾑﾗ ｶﾞｸ 中2
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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.140 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｽｳｨﾝ南越谷 652 大高　怜雅 ｵｵﾀｶ ﾚｲｶﾞ 中2

SWﾅﾝｺｼ 中学 653 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 中2
651 竹内　太洋 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾖｳ 中2
655 庭野　直樹 ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ 中2

2 ＢＩＧ東海 2356 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 中2
BIGﾄｳｶｲ 中学 2355 追分　佑太 ｵｲﾜｹ ﾕｳﾀ 中2

2353 田村　駿典 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中2
2352 近藤　将都 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 中2

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1687 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1685 大堀　　陸 ｵｵﾎﾘ ﾘｸ 中2

1688 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 中1
1686 大川　耕平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 中2

4 枚方ＳＳ 2758 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2757 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 中2

2760 上田　剣聖 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 中1
2755 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

5 スウィン北本 428 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中2
SWｷﾀﾓﾄ 中学 427 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 中2

426 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中2
429 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 中2

6 オーバル総社 3121 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 中2
OVALsoja 中学 3123 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中1

3122 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中2
3124 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中1

7 コナミ海老名 1614 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中2
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1615 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中2

1616 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 中2
1613 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 中2

8 直方ＳＳ野上 3386 小野颯太郎 ｵﾉ ｿｳﾀﾛｳ 中1
NSSﾉｶﾞﾐ 中学 3384 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 中2

3385 上田　剛士 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 中2
3383 門口　陽哉 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 中2
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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.140 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:32.21

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｲﾄﾏﾝ岸和田 2790 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 中2

ｲﾄﾏｷｼﾜﾀﾞ 中学 2791 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 中2
2792 木下　翔真 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 中2
2793 西村　祐里 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ 中1

2 ヤマザワ 171 髙内　愛斗 ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ 中2
ﾔﾏｻﾞﾜ 中学 169 伊藤　康太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 中2

172 佐藤　聖真 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 中2
170 安藤　丈翔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 中2

3 ＪＳＳ南光台 124 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中2
JSSﾅﾝｺｳ 中学 123 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中2

125 澤村　優颯 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 中2
126 藤代　陸翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸﾄ 中1

4 NSI Taiken 2832 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
NSIﾀｲｹﾝ 中学 2835 清水　優友 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 中1

2836 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 中1
2834 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 中2

5 スウィン鴻巣 584 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中2
SWｺｳﾉｽ 中学 586 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 中1

585 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 中1
583 榊原　宏稀 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 中2

6 東京ＳＣ 1034 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1032 橋本　瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 中2

1035 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 中2
1036 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1

7 豊橋ＳＳ 2271 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 2269 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 中2

2270 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2
2268 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 中2

8 金田ＳＣ 944 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 中学 939 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 中2

940 川邉亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2
942 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 中1
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