
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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ｲﾄﾏﾝ東伏見 803 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 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

804 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 中2
806 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 中2

2 NECGSC玉川 1297 野西　隆太 ﾉﾆｼ ﾘｭｳﾀ 中3
NECGSC T 中学 1295 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中3

1298 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中2
1296 新井　拓稀 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 中3

3 スウィン北本 398 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中3
SWｷﾀﾓﾄ 中学 400 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 中2

401 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 中2
399 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 中3

4 コナミ海老名 1383 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中3
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1382 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 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 枚方ＳＳ 2311 宇野　陵哉 ｳﾉ ﾘｮｳﾔ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2306 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 中3

2309 岩住宏一郎 ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 中2
2307 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 中3

6 ＢＩＧ木更津 658 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 中3
BIGｷｻﾗﾂﾞ 中学 661 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 中2

659 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 中3
660 御園　陸功 ﾐｿﾉ ﾘｸ 中2

7 オーバル総社 2595 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中2
OVALsoja 中学 2594 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中3

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
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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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 アテナＡＭＣ 464 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 中3
Athena 中学 465 白石　快斗 ｼﾗｲｼ ｶｲﾄ 中2

466 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2
463 松原　太陽 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ 中3

2 ＪＳＳ南光台 112 澤村　優颯 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 中3
JSSﾅﾝｺｳ 中学 111 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中3

110 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中3
113 藤代　陸翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸﾄ 中2

3 ダッシュ三条 1628 津端　宏侑 ﾂﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 中2
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1626 清水　海里 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 中2

1627 佐藤　　岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 中2
1625 増井　遼大 ﾏｽｲ ﾘｮｳﾀ 中3

4 イトマン港北 1497 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1498 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 中3

1501 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2
1499 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中3

5 ｲﾄﾏﾝ古河 240 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中3
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 中学 242 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 中2

241 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 中3
243 伊藤　　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 中2

6 NSI Taiken 2386 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中3
NSIﾀｲｹﾝ 中学 2388 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 中2

2864 清水　優友 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 中2
2387 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 中3

7 ＢＩＧ東海 1962 花井　智弘 ﾊﾅｲ ﾁﾋﾛ 中3
BIGﾄｳｶｲ 中学 1964 小嶋　虹佑 ｺｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 中3

1966 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 中3
1965 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 中3
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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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
１３～１４歳        大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 岡崎竜城ＳＣ 1849 佐藤　優斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 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

2 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 523 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中1

522 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 中2
520 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中3

3 コナミ新札幌 14 田中　　遥 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 中2
ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ 中学 13 井口　大希 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 中2

12 丸山真次郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中3
11 菊池甲志郎 ｷｸﾁ ｺｳｼﾛｳ 中3

4 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 887 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 中3

889 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中2
888 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2

5 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 1022 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中2

1020 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中2
1023 宮下　　駿 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 中2

6 神奈中ＳＳ 1340 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中3
ｶﾅﾁｭｳSS 中学 1344 大塚　　心 ｵｵﾂｶ ｼﾝ 中1

1343 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 中3
1341 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中3

7 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1125 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中2
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1124 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中2

1123 石坂　瑠惟 ｲｼｻﾞｶ ﾙｲ 中2
1122 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 中2

8 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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