
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.220 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 コナミ白石 48 近江　　颯 ｵｳﾐ ﾊﾔﾃ 高2
ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高校 47 遠藤　　颯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔｾ 高3

45 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 高3
46 中島　　涼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 高3

3 名古屋高 2186 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 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
2182 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高1

4 伊東高校 棄権
ｲﾄｳｺｳｺｳ 高校

5 大体大浪商 2546 橋本　真聖 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷﾖ 高2
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2544 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高2

2545 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2
2547 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高2

6 大分雄城台高 3459 一ノ宮　陸 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾘｸ 高3
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 3460 津﨑　海斗 ﾂｻﾞｷ ｶｲﾄ 高2

3458 長尾　郁哉 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ 高3
3457 小野　翔真 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 高3

7 ＨＯＳ小阪 2654 中島　康耀 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ 高2
HOSｺｻｶ 高校 2655 樫根滉太郎 ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ 高2

2657 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 高2
2656 長畑　好星 ﾅｶﾞﾊﾀ ｲｯｾｲ 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.220 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｽｳｨﾝみよし 640 中山　　瞬 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ 高3

SWﾐﾖｼ 643 釼持　恒丞 ｹﾝﾓﾂ ｺｳｽｹ 中3
641 山本　　駿 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 高3
642 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 高1

2 豊川高 2331 瀬﨑　勇宇 ｾｻﾞｷ ﾕｳ 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

2337 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高1
2329 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高2

3 桃山学院 2556 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 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
2554 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高2

4 京都踏水会 2470 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 中3
ﾄｳｽｲｶｲ 2468 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高2

2467 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高2
2469 髙栁　友弥 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ 高2

5 中京大中京高 2199 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 高1
CHUKYO 高校 2202 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高1

2197 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高2
2194 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高2

6 スウィン東光 496 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高2
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 高校 497 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 高1

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

7 太成学院大高 2567 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2568 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高2

2559 大園　悠生 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ 高3
2565 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高2

8 ｻﾝｹｲST 2829 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高2
ｻﾝｹｲST 高校 2828 西本　　涼 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳ 高3

2826 篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 高3
2827 梶谷　幸輝 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ 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.220 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 コナミ西宮 2913 金本　祐伎 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 高3

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2917 重塚　　笙 ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ 中2
2914 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高2
2915 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高1

2 アクラブ稲城 1103 進藤　敦樹 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 高1
AQLUB IG 高校 1104 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 高1

1101 髙橋明日翔 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 高3
1102 長野　　匠 ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 高3

3 日体大荏原 910 上原　卓巳 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3
ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 913 青柳　未来 ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾗｲ 高1

909 辰巳　雄河 ﾀﾂﾐ ﾕｳｶﾞ 高3
908 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 高3

4 坂出伊藤ＳＳ 3200 稲尾　海音 ｲﾅｵ ｶｲﾄ 高1
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 高校 3198 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 高3

3199 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 高2
3197 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 高3

5 Ｓｔｙｌｅ１ 1127 高濱　凌大 ﾀｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高2
Style1 高校 1128 久下　悠世 ｸｹﾞ ﾕｳｾｲ 高2

1126 濱尾　矩考 ﾊﾏｵ ﾉﾘﾀｶ 高3
1125 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高3

6 湘南工大附 1461 横浜　海斗 ﾖｺﾊﾏ ｶｲﾄ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1462 鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 高3

1463 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高2
1464 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高2

7 イ ト マ ン 2602 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2595 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 高3

2605 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 高2
2596 勝岡　篤史 ｶﾂｵｶ ｱﾂｼ 高3

8 三菱養和ＳＳ 1157 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1154 冨士大早輔 ﾌｼﾞﾀﾞｲ ｻｽｹ 高2

1156 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2
1155 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高2

Page: 3/5 Printing: 2018/03/30 11:40:22

大  阪

東  京

加　盟

兵  庫

東  京

東  京

香  川

東  京

神奈川



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.220 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 日大豊山 896 田井　孝平 ﾀｲ ｺｳﾍｲ 高3

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 900 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 高1
898 関　　海哉 ｾｷ ｶｲﾔ 高3
906 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高1

2 飛龍高校 2065 齋藤　誠士 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 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

2066 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 高3
2067 野極　陽向 ﾉｷﾞﾜ ﾋﾅﾀ 高3

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1200 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1201 巴　　鳳孝 ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ 高2

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

4 東京ＳＣ 1024 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 1027 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 高2

1025 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 高3
1030 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中3

5 市川高校 2851 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高1
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
2849 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高2

6 のぼりとＳＣ 1537 秋元　龍大 ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高3
ﾉﾎﾞﾘﾄSC 高校 1540 石川　凱斗 ｲｼｶﾜ ｶﾞｲﾄ 高2

1538 内出　裕介 ｳﾁﾃﾞ ﾕｳｽｹ 高3
1539 入内嶋　海 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ 高3

7 イトマン守口 2685 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2686 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 中3

2684 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 高1
2683 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高2

8 ＫＳＧミドリ 3143 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 高1
KSGﾐﾄﾞﾘ 高校 3140 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高2

3141 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 高1
3142 鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 高1
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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.220 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:22.92
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ロンド東村山 1175 福光　海斗 ﾌｸﾐﾂ ｶｲﾄ 高2

ﾛﾝﾄﾞHGM 高校 1174 多田　　樹 ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ 高2
1176 入江　崚生 ｲﾘｴ ﾘｮｳｾｲ 高2
1177 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 高1

2 金町ＳＣ 961 山本虎之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 高3
ｶﾅﾏﾁSC 高校 963 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 高2

962 涌本明日翔 ﾜｸﾓﾄ ｱｽｶ 高3
964 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高2

3 日大藤沢 1475 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1472 武藤　龍作 ﾑﾄｳ ﾘｭｳｻｸ 高3

1473 一戸　子龍 ｲﾁﾉﾍ ｼﾘｭｳ 高3
1474 関山幸之介 ｾｷﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 高3

4 NECGSC玉川 1482 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高2
NECGSC T 高校 1484 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高1

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 関大北陽 2550 長谷川大亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2548 川上　悠斗 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ 高3

2549 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高2
2551 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高1

6 アクラブ藤沢 1508 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高1
AQLUB FJ 高校 1507 野村　勇人 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高2

1505 小林　　陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 高3
1504 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 高3

7 イトマン守谷 247 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 248 樫本　　渉 ｶｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 高2

249 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 中3
250 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中3

8 ナントＳＣ 2001 平野　洋康 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ 中3
ﾅﾝﾄSC 1999 宮本　　樹 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 高2

1998 小神　壱斗 ｵｺ ｶｽﾞﾄ 高2
1997 石井　海人 ｲｼｲ ｶｲﾄ 高2
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