
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.142 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 大体大浪商 2547 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高2
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2545 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2

2544 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高2
2542 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 高3

4 名古屋高 2182 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高1
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2184 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高1

2178 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高2
2181 風岡　卓杜 ｶｾﾞｵｶ ﾀｸﾄ 高2

5 ﾌﾟﾚｵﾝ千間台 528 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 530 野村　奏太 ﾉﾑﾗ ｶﾅﾀ 高2

531 新井　啓太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 高2
529 佐藤　銀河 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 高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.142 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 コナミ西宮 2916 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 高1
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 高校 2915 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高1

2914 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高2
2913 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

3 三菱養和ＳＳ 1158 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 1155 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高2

1157 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高2
1156 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2

4 愛み大瑞穂高 2158 市川　舜明 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ 高3
MIZUHO 高校 2159 松葉　大悟 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 高3

2160 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高2
2157 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 高3

5 豊川高 2330 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2332 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高2

2335 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 高2
2326 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 高2

6 イトマン草津 2409 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 高2
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 2412 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 中3

2410 須崎　天馬 ｽｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 高2
2408 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高2

7 中京大中京高 2189 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高3
CHUKYO 高校 2194 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高2

2200 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高1
2192 石田　恭史 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高3

8

Page: 2/5 Printing: 2018/03/29 12:07:24

愛  知

愛  知

滋  賀

愛  知

加　盟

兵  庫

東  京



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.142 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 NECGSC溝の口 1818 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高2

NECGSC M 1820 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 中3
1821 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 中3
1823 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中3

2 金町ＳＣ 966 尾高　康太 ｵﾀｶ ｺｳﾀ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 962 涌本明日翔 ﾜｸﾓﾄ ｱｽｶ 高3

965 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 高1
964 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高2

3 市川高校 2849 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2850 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高2

2852 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高1
2851 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高1

4 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1813 川根　正大 ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSCS 高校 1812 伊東　隼汰 ｲﾄｳ ﾊﾔﾀ 高3

1811 宮城　　淳 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ 高3
1814 神谷　琉成 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 高1

5 コナミ北浦和 465 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 469 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 高1

466 鎌田　優吾 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 高2
467 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

6 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1202 佐藤　悠生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1199 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高2

1198 川野　海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 高3
1200 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高2

7 ナントＳＣ 2001 平野　洋康 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ 中3
ﾅﾝﾄSC 1997 石井　海人 ｲｼｲ ｶｲﾄ 高2

1998 小神　壱斗 ｵｺ ｶｽﾞﾄ 高2
2000 高桑　景寿 ﾀｶｸﾜ ｹｲｼﾞｭ 高2

8 桃山学院 2554 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2553 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高2

2558 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高1
2556 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高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.142 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ダッシュ新津 1974 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高1

ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 高校 1972 本多　竜也 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 高3
1975 猪俣　志功 ｲﾉﾏﾀ ｼｺｳ 高1
1973 石崎　慶祐 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ 高2

2 日体大荏原 912 塚田京之介 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ 高2
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 911 米本　大和 ﾖﾈﾓﾄ ﾔﾏﾄ 高2

908 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高3
910 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3

3 鶴岡ＳＣ 164 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 高2
ﾂﾙｵｶSC 163 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 高2

165 冨樫　孝太 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾀ 高2
166 佐藤　隆成 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中3

4 NECGSC玉川 1483 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高2
NECGSC T 1485 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 中3

1478 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 高3
1477 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 高3

5 坂出伊藤ＳＳ 3198 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高3
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 3199 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2

3201 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 中3
3197 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高3

6 イ ト マ ン 2603 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2602 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高2

2601 平良　豪崇 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3
2596 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高3

7 武蔵野 889 田村　　麗 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 891 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 高1

890 澤野　宗行 ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ 高2
888 子吉　敦也 ｺﾖｼ ｱﾂﾔ 高3

8 太成学院大高 2565 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2559 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3

2564 常原　健吾 ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高2
2562 金﨑　　廉 ｶﾅｻｷ ﾚﾝ 高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.142 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:18.51

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 アクラブ藤沢 1508 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1

AQLUB FJ 高校 1505 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 高3
1506 小澤雄二郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高2
1504 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高3

2 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1794 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高1
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1791 天野　栞太 ｱﾏﾉ ｶﾝﾀ 高2

1795 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 高1
1793 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

3 九産大九州高 3295 濱野　綾人 ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ 高3
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 3292 永野　泰紀 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｷ 高3

3293 金川　遼祐 ｶﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 高3
3294 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 高3

4 日大豊山 898 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 903 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 高1

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

5 東京ＳＣ 1025 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 1024 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高3

1030 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中3
1027 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

6 ATSC.YW 1724 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1
ATSC.YW 1722 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高2

1725 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 中3
1721 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2

7 京都文教高 2438 髙橋　颯汰 ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾀ 高3
K.Bunkyo 高校 2437 山下　裕央 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ 高3

2436 清水　　翔 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 高3
2435 中島　豪隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 高3

8 飛龍高校 2066 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2068 井上　詩音 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 高3

2069 勝亦　翔吾 ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳｺﾞ 高3
2070 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2
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