
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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 日大藤沢 1282 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1285 岩野　元希 ｲﾜﾉ ｹﾞﾝｷ 高1

1281 加納　義士 ｶﾉｳ ﾁｶｼ 高3
1283 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高3

2 飛龍高校 1711 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1712 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 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

3 藤村ＳＳ 955 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 958 佐藤　工介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 高3

956 小山　来希 ｺﾔﾏ ﾗｲｷ 高3
957 比留間穏覚 ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ 高3

4 桃山学院 2132 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 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
2130 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3

5 NECGSC玉川 1289 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高3
NECGSC T 高校 1292 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高2

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

6 市川高校 2402 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2401 西尾　太希 ﾆｼｵ ﾀｲｷ 高3

2403 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
2400 三野　　漠 ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ 高3

7 名古屋高 1816 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1822 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2

1819 高谷　神威 ﾀｶﾔ ｶﾑｲ 高3
1821 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2

8 花咲徳栄 365 杉山　　怜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ 高3
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 363 渋谷　　啓 ｼﾌﾞﾔ ｹｲ 高3

364 八木　健多 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高3
366 渡邉　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 高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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 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 2376 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高3
2377 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
2380 青山　健伸 ｱｵﾔﾏ ﾀｹﾉﾌﾞ 高1

1 関大北陽 2118 長谷川大亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高3
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2122 比良　凌和 ﾋﾗ ﾘｮｳﾄ 高1

2117 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高3
2121 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2

2 太成学院大高 2141 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2142 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高3

2139 簔田　圭太 ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 高3
2145 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高2

3 Ｓｔｙｌｅ１ 981 古屋　龍希 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳｷ 高2
Style1 高校 979 久下　悠世 ｸｹﾞ ﾕｳｾｲ 高3

980 舩津　宏樹 ﾌﾅﾂ ｺｳｷ 高3
978 高濱　凌大 ﾀｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 高3

4 イトマン守口 2248 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 高校 2249 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 高1

2247 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 高2
2246 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高3

5 ＫＳＧ柳川 2758 築地原裕人 ﾂｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 高3
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 高校 2759 池田　航士 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ 高3

2760 井上　　武 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 高3
2761 黒田　侑希 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 高1

6 中京大中京高 1832 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 高2
CHUKYO 高校 1834 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高2

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

7 佐伯鶴城 2817 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高2
ｶｸｼﾞｮｳST 高校 2816 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高2

2815 東　　駿大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔｵ 高2
2818 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高2

8 佐賀商業高校 2773 高尾　虎汰 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 2775 居石　錬成 ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ 高2

2772 原田　恒成 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3
2774 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 高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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 日大高 1280 森　　大翔 ﾓﾘ ﾋﾛﾄ 高1

ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1278 玉田虎太朗 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 高2
1277 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高2
1279 伊藤　　廉 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2

1 三菱養和ＳＳ 1013 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1010 冨士大早輔 ﾌｼﾞﾀﾞｲ ｻｽｹ 高3

1015 佐藤　勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 高2
1014 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2

2 日大豊山 棄権
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校

3 湘南工大附 1267 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1269 日髙　颯哉 ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ 高1

1266 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3
1268 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2

4 イ ト マ ン 2171 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2168 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3

2170 村瀬　亘紀 ﾑﾗｾ ｺｳｷ 高3
2167 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 724 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 728 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 中3

726 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高1
725 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高3

6 京都外大西高 2045 山元　悠叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3
KGN 高校 2044 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高3

2043 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 高3
2041 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

7 豊川高 1946 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1948 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高1

1944 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 高2
1943 井下　逸平 ｲﾉｼﾀ ｲｯﾍﾟｲ 高3

8 コナミ北浦和 439 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 437 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 高2

436 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
434 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3
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