
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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｽｳｨﾝ南越谷 651 竹内　太洋 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾖｳ 中2
SWﾅﾝｺｼ 中学 654 飯島　　翔 ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳ 中2

653 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 中2
652 大高　怜雅 ｵｵﾀｶ ﾚｲｶﾞ 中2

4 金田ＳＣ 943 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 中学 940 川邉亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中2

941 近藤　貴允 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ 中2
944 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 中1

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 1755 益子　裕太 ﾏｼｺ ﾕｳﾀ 中2
DSCﾋﾗﾂｶ 中学 1756 中村　健人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 中2

1754 大杉　有斗 ｵｵｽｷﾞ ﾕｳﾄ 中2
1757 金木　太一 ｶﾈｷ ﾀｲﾁ 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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 京都踏水会 2475 岩井　　尭 ｲﾜｲ ｺﾞｳ 中1

ﾄｳｽｲｶｲ 中学 2473 辻本　祥大 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 中2
2472 山中　仁景 ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ 中2
2474 髙栁　康介 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1382 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1379 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 中2

1381 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 中2
1383 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中1

3 ＢＩＧ東海 2354 花井　智弘 ﾊﾅｲ ﾁﾋﾛ 中2
BIGﾄｳｶｲ 中学 2352 近藤　将都 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 中2

2353 田村　駿典 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中2
2356 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 中2

4 スウィン太田 373 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 中2
SWｵｵﾀ 中学 370 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 中2

371 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
374 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 中2

5 ＪＳＳ津山 3111 岩村　優志 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｼ 中2
JSSﾂﾔﾏ 中学 3109 竹花　優作 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｻｸ 中2

3107 萬代　悠斗 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ 中2
3108 長田　卓己 ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 中2

6 ＰＡＪＡ 3082 柳　　遥貴 ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 中2
PAJA 中学 3080 吉持　陽貴 ﾖｼﾓﾁ ﾊﾙｷ 中2

3081 池ヶ谷航汰 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾀ 中2
3083 有富　一真 ｱﾘﾄﾐ ｶｽﾞﾏ 中2

7 豊橋ＳＳ 2270 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 2268 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 中2

2271 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中2
2269 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 コナミ海老名 1615 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中2

ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1614 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 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

2 オーバル総社 3123 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中1
OVALsoja 中学 3122 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中2

3121 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 中2
3120 辻元　康暉 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 中2

3 アテナＡＭＣ 513 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 中2
Athena 中学 515 白石　快斗 ｼﾗｲｼ ｶｲﾄ 中1

516 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1
514 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 中2

4 ｲﾄﾏﾝ古河 263 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 中学 262 比留間海羽 ﾋﾙﾏ ﾐｳ 中2

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

5 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 1162 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中1

1161 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中1
1160 山本　莉汰 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾀ 中2

6 ＳＡ一関 91 大場耕太郎 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 中2
SAｲﾁﾉｾｷ 中学 92 菊池　幹大 ｷｸﾁ ｶﾝﾀ 中2

90 千田滉司朗 ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 中2
93 細川鼓太郎 ﾎｿｶﾜ ｺﾀﾛｳ 中1

7 セントラル泉 109 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 中2
ｾ･ｲｽﾞﾐ 中学 107 小浦　登生 ｺｳﾗ ﾄｳｲ 中2

108 及川　椋平 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 中2
110 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 840 柳澤　朝日 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 中2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 中学 838 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 中2

841 加藤　弘晴 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 中1
839 中川　恵太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 中2

Page: 3/5 Printing: 2018/03/30 10:54:23

宮  城

千  葉

加　盟

神奈川

岡  山

埼  玉

茨  城

東  京

岩  手



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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 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
1490 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中1
1487 相川　　達 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ 中2

2 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 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
1291 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 中1

3 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 1033 北城　稜真 ｷﾀｼﾛ ﾘｮｳﾏ 中2

1037 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中1
1032 橋本　瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 中2

4 スウィン北本 426 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 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

430 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 中1
428 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中2

5 コナミ西葛西 1139 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 中2
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 中学 1136 竹鼻　涼太 ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ 中2

1138 鈴木　智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 中2
1137 内田　　晴 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 中2

6 坂出伊藤ＳＳ 3203 平田　流一 ﾋﾗﾀ ﾙｲ 中2
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 中学 3204 熊谷　旺俊 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾄｼ 中2

3206 丸野　望真 ﾏﾙﾉ ﾉｿﾞﾐ 中1
3205 武井　利樹 ﾀｹｲ ﾄｷ 中1

7 コナミ新札幌 10 田中　　遥 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 中1
ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ 中学 9 井口　大希 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 中1

8 丸山真次郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中2
7 菊池甲志郎 ｷｸﾁ ｺｳｼﾛｳ 中2

8 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 2532 片山　素晴 ｶﾀﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 中2
ｾ･ｳｽﾞﾏｻ 中学 2530 嶋田　陽太 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ 中2

2533 永井　悠介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 中2
2531 小梶　領真 ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾏ 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.218 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
１３～１４歳        大会記録  3:50.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 フィッタ松山 3271 窪田　雄斗 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 中1

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ 中学 3269 一色明日斗 ｲｯｼｷ ｱｽﾄ 中2
3270 島田　友希 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 中2
3268 矢野　和尊 ﾔﾉ ﾜﾀﾙ 中3

2 秋田ＡＣ 156 髙橋　京矢 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾔ 中2
ｱｷﾀAC 中学 154 柴田　万潤 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ 中2

153 鑓野目遼弥 ﾔﾘﾉﾒ ﾘｮｳﾔ 中2
155 齊藤　泰斗 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾄ 中2

3 イトマン港北 1762 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中2
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1763 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 中2

1765 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1
1764 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中2

4 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

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

5 NSI Taiken 2833 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中2
NSIﾀｲｹﾝ 中学 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
2832 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 中2

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

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

7 枚方ＳＳ 2758 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2756 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 中2

2755 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2
2757 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 中2

8 ＢＩＧ木更津 754 阿部　航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 中2
BIGｷｻﾗﾂﾞ 中学 758 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 中1

756 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 中2
755 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 中2
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