
第41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.208 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
１３～１４歳        大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 コナミ伏見 2059 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 中2

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2060 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 中2
2057 杉山　門世 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾝﾄﾞ 中3
2058 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中3

1 あかやまＳＳ 186 恩田　康佑 ｵﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 184 松本　幸大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 中3

185 山越　春空 ﾔﾏｺｼ ﾊﾙ 中3
187 中田　有友 ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ 中2

2 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1201 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1198 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 中3

1199 荒品　　輝 ｱﾗｼﾅ ｷﾗ 中3
1200 江川　祐生 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 中2

3 ＨＯＳ小阪 2227 長畑　九龍 ﾅｶﾞﾊﾀ ｸﾘｭｳ 中2
HOSｺｻｶ 中学 2224 溝川　智之 ﾐｿﾞｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 中3

2226 岩瀧　晃平 ｲﾜﾀｷ ｺｳﾍｲ 中2
2225 北野　雄大 ｷﾀﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 中3

4 オーバル総社 2595 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中2
OVALsoja 中学 2593 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 中3

2596 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中2
2594 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中3

5 イ ト マ ン 2177 佐藤　元彦 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋｺ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2179 森本　耕太 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ 中1

2178 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 中1
2176 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 中2

6 ＢＩＧ東海 1965 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 中3
BIGﾄｳｶｲ 中学 1962 花井　智弘 ﾊﾅｲ ﾁﾋﾛ 中3

1963 追分　佑太 ｵｲﾜｹ ﾕｳﾀ 中3
1966 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 中3

7 セントラル泉 100 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 中3
ｾ･ｲｽﾞﾐ 中学 101 工藤　宥良 ｸﾄﾞｳ ﾕﾗ 中2

102 志和　誉仁 ｼﾜ ﾖﾋﾄ 中2
99 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 中3

8 スウィン北本 401 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 中2
SWｷﾀﾓﾄ 中学 398 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中3

400 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 中2
399 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 中3

9 マリン西新井 1099 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 中1
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1098 川崎　永晴 ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ 中2

1097 三森　友晴 ﾐﾓﾘ ﾕｳｾｲ 中2
1096 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ビッグツリー 285 中山　結貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 中2

ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 中学 282 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 中2
283 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 中2
284 大橋　一心 ｵｵﾊｼ ｲｯｼﾝ 中2

1 NECGSC玉川 1295 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中3
NECGSC T 中学 1296 新井　拓稀 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 中3

1298 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中2
1297 野西　隆太 ﾉﾆｼ ﾘｭｳﾀ 中3

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1444 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 中3
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1447 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 中1

1445 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 中2
1446 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 中1

3 イトマン港北 1499 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1500 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 中3

1497 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中3
1501 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2

4 コナミ海老名 1382 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中3
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1383 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中3

1384 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 中3
1381 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 中3

5 東京ＳＣ 886 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 888 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2

889 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中2
887 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 中3

6 スウィン鴻巣 521 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 中2
SWｺｳﾉｽ 中学 522 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 中2

523 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中1
520 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中3

7 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1060 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1062 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 中1

1059 戸村　公哉 ﾄﾑﾗ ｷﾐﾔ 中3
1061 菊　　翔瑛 ｷｸ ｼｮｳｴｲ 中2

8 ヤマザワ 151 伊藤　康太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 中3
ﾔﾏｻﾞﾜ 中学 153 髙内　愛斗 ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ 中3

154 佐藤　聖真 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 中3
152 安藤　丈翔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 中3

9 三菱養和ＳＳ 1018 関根　拓人 ｾｷﾈ ﾀｸﾄ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1020 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中2

1022 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中2
1023 宮下　　駿 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 岡崎竜城ＳＣ 1852 小林　夢翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ 中2

ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1848 成瀬　叶来 ﾅﾙｾ ﾄﾗｲ 中3
1851 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中2
1847 戸村　圭佑 ﾄﾑﾗ ｹｲｽｹ 中3

1 NSI Taiken 2388 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 中2
NSIﾀｲｹﾝ 中学 2387 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 中3

2864 清水　優友 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 中2
2386 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中3

2 枚方ＳＳ 2311 宇野　陵哉 ｳﾉ ﾘｮｳﾔ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2310 上田　剣聖 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 中2

2308 伊藤　光彦 ｲﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 中2
2307 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 中3

3 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1122 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 中2
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1121 髙垣　草太 ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ 中3

1125 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中2
1124 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中2

4 ＪＳＳ南光台 111 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中3
JSSﾅﾝｺｳ 中学 110 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中3

112 澤村　優颯 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 中3
113 藤代　陸翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸﾄ 中2

5 神奈中ＳＳ 1341 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中3
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1342 作前　太一 ｻｸﾏｴ ﾀｲﾁ 中3

1343 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 中3
1340 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中3

6 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 133 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 中2
ﾙ･ﾅﾝｺｳﾀﾞ 中学 131 菅原　昂大 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 中3

132 酒井丈太朗 ｻｶｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中2
134 鈴木　維案 ｽｽﾞｷ ｲｱﾝ 中2

7 浜名湖ＳＳ 1764 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 中3
ﾊﾏﾅｺSS 中学 1765 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 中3

1763 菊地　善喜 ｷｸﾁ ｲｲ 中3
1766 増田　修士 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 中2

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 806 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 805 飯田　光達 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ 中2

803 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 中2
804 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 中2

9 日大豊山中学 794 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 795 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中2

797 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 中2
796 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中2
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