
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.210 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
ＣＳ                大会記録  3:25.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 豊川高 1943 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1938 笠島　大雅 ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ 高3

1942 野口　温大 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高3
1939 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 高3

2 市川高校 2403 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2400 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高3

2402 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
2401 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高3

3 イトマン草津 2011 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 高校 2010 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 高1

2009 須崎　天馬 ｽｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 高3
2008 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高3

4 イ ト マ ン 2168 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2175 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高1

2171 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2
2167 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高3

5 太成学院大高 2145 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2139 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3

2141 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高3
2138 常原　健吾 ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高3

6 ロンド東村山 1042 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 高2
ﾛﾝﾄﾞHGM 高校 1040 多田　　樹 ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ 高3

1041 葛西　歩夢 ｶｻｲ ｱﾕﾑ 高3
1043 山田　晃誠 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 高1

7 中京大中京高 1831 金澤　　遼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高2
CHUKYO 高校 1833 増山　龍大 ﾏｽﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 高2

1829 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高3
1830 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高3

8 愛工大名電高 1912 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1915 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1

1913 志賀　勇心 ｼｶﾞ ﾕｳｼﾝ 高2
1914 奥澤　　望 ｵｸｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 高1
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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 飛龍高校 1709 松森　　海 ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1711 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1

1710 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高2
1708 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3

2 京都外大西高 2045 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3
KGN 高校 2041 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

2043 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高3
2042 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高3

3 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1531 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 中3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1529 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

1530 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 高2
1528 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2

4 桃山学院 2130 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2127 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高3

2134 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高2
2132 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高3

5 コナミ北浦和 434 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 高校 438 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 高2

436 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
435 鎌田　優吾 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 高3

6 金町ＳＣ 838 尾高　康太 ｵﾀｶ ｺｳﾀ 高1
ｶﾅﾏﾁSC 高校 835 斉藤　　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 高3

837 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 高2
836 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3

7 日大豊山 棄権
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校

8 日大三島 2872 鈴木　恒陽 ｽｽﾞｷ ｺｳﾖｳ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 2871 三田　健輔 ﾐﾀ ｹﾝｽｹ 高3

1705 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高3
2870 野仲　博文 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 高3
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競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.210 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
ＣＳ                大会記録  3:25.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ新札幌 7 渡邊　　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 高3

ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ 高校 8 熊倉　広輝 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 高3
10 苫米地琉起 ﾄﾏﾍﾞﾁ ﾙｷ 高2
9 仙石　亮太 ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ 高3

1 花咲徳栄 369 内藤　雄也 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾔ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 366 渡邉　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 高3

368 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 高2
367 平間　大也 ﾋﾗﾏ ﾀﾞｲﾔ 高3

2 NECGSC溝の口 1545 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3
NECGSC M 高校 1550 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 高1

1547 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1
1548 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 高1

3 NECGSC玉川 1289 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高3
NECGSC T 高校 1291 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高3

1290 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3
1294 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 高1

4 三菱養和ＳＳ 1014 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1011 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高3

1013 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高3
1012 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3

5 関大北陽 2121 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2117 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高3

2119 大迫　承巧 ｵｵｻｺ ﾂｸﾞﾖｼ 高3
2120 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 高3

6 ｻﾝｹｲST 2379 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2377 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3

2376 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高3
2378 池ノ上竜也 ｲｹﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 高3

7 湘南工大附 1270 田中　一颯 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1268 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2

1267 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
1266 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3

8 名古屋高 1820 風岡　卓杜 ｶｾﾞｵｶ ﾀｸﾄ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1821 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2

1822 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2
1816 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高3
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