
第41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.174 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
１３～１４歳        大会記録  3:31.75

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 3092 西本　翔太 ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中2
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 中学 3093 奥本　陽登 ｵｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ 中1

3094 横川　大佑 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中1
3095 鳴神　掲太 ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ 中1

4 みなとＳＳ 2247 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 中2
ﾐﾅﾄSS 中学 2244 石田　隼基 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｷ 中2

2245 近藤　貫太 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 中2
2246 鈴木　皓稀 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 中2

5 ｽｳｨﾝ宇都宮 332 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 中1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 331 松浦　幸大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中1

329 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中2
330 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中2

6

7

8
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スタートリスト

競技No.174 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＳＧＣ・佐野 312 高田　一冴 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｻ 中2

SGC 中学 313 尾﨑　元希 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 中1
311 飯塚　匠海 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 中2
314 岩本　幸大 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 中1

2 柏洋・南 795 小倉　悠聖 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｾｲ 中2
ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 中学 796 伊藤　　慧 ｲﾄｳ ｹｲ 中2

798 蔵本　大和 ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ 中2
797 大村　優響 ｵｵﾑﾗ ｳｷｮｳ 中2

3 ダッシュ三条 1920 津端　宏侑 ﾂﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 中2
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1918 佐藤　　岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 中2

1921 伊藤　凰雅 ｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 中2
1917 清水　海里 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 中2

4 ＪＳＳ盛岡 67 熊谷　奎人 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾄ 中2
JSSﾓﾘｵｶ 中学 69 吉田修一朗 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中2

66 船水　新太 ﾌﾅﾐｽﾞ ｱﾗﾀ 中2
70 照井　飛翔 ﾃﾙｲ ﾂﾊﾞｻ 中2

5 ATSC.YW 1694 根本　泰志 ﾈﾓﾄ ﾀｲｼ 中2
ATSC.YW 中学 1695 杉浦優一朗 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中1

1693 古川凜太郎 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 中2
1692 鈴木　　翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 中2

6 ＫＴＶ豊中 2635 高木　　陸 ﾀｶｷ ﾘｸ 中2
KTVﾄﾖﾅｶ 中学 2634 大嶋　悠生 ｵｵｼﾏ ﾕｳｾｲ 中2

2636 近藤　立宜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ 中1
2637 安田　陽翔 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中1

7 イ ト マ ン 2578 佐藤　元彦 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋｺ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2577 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 中2

2582 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 中1
2580 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 中1

8 ｲﾄﾏﾝひばり 2615 徳田　爽人 ﾄｸﾀﾞ ｱｷﾄ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 中学 2616 宮川　隼輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 中2

2618 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 中2
2619 金谷　　駿 ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 VERDI 756 清水　義仁 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾄ 中2

VERDI 中学 753 清水　颯真 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾏ 中2
754 守屋　宥志 ﾓﾘﾔ ﾕｳｼ 中2
755 久保　翔希 ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ 中2

2 アクシー巻 1909 羽生　朝喜 ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 中2
ｱｸｼｰMAKI 中学 1910 白倉　優麻 ｼﾗｸﾗ ﾕﾏ 中2

1911 田巻　研成 ﾀﾏｷ ｹﾝｾｲ 中2
1912 古俣　海翔 ｺﾏﾀ ｶｲﾄ 中2

3 ビッグツリー 346 中山　結貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 中2
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 中学 344 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 中2

342 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 中2
343 設樂　一帆 ｼﾀﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 中2

4 岡崎竜城ＳＣ 2174 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中2
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 2172 永井　　旭 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ 中2

2173 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中2
2175 小林　夢翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ 中2

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1196 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1197 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 中1

1195 高橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 中2
1198 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 中1

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1662 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 中2
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 中学 1663 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 中1

1661 岡本　　和 ｵｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 中2
1664 石貝　拓海 ｲｼｶﾞｲ ﾀｸﾐ 中1

7 塚口ＳＳ 2858 戸上　光助 ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2859 吉田　貴範 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 中1

2861 今井　奏良 ｲﾏｲ ｿﾗ 中1
2860 西川　呂希 ﾆｼｶﾜ ﾛｷ 中1

8 東京ＳＣ 1021 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 1020 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中2

1024 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 中1
1022 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 アクシー東 1883 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 中2

ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 中学 1884 佐藤　彩人 ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 中1
1881 近藤　　匠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 中2
1882 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 中2

2 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 134 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 135 鈴木　維案 ｽｽﾞｷ ｲｱﾝ 中2

136 千葉　純大 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾋﾛ 中1
133 酒井丈太朗 ｻｶｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 中2

3 スウィン鴻巣 582 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 中2
SWｺｳﾉｽ 中学 584 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中1

583 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 中2
585 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 中1

4 枚方ＳＳ 2730 宇野　陵哉 ｳﾉ ﾘｮｳﾔ 中2
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2726 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中3

2729 上田　剣聖 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 中2
2727 伊藤　光彦 ｲﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 中2

5 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1254 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 中2
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1255 石坂　瑠惟 ｲｼｻﾞｶ ﾙｲ 中2

1256 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中2
1257 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中2

6 岐阜ＳＳ 2350 桐山慎太郎 ｷﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 中2
ｷﾞﾌSS 中学 2351 大塚　淳平 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中2

2348 大塚　健記 ｵｵﾂｶ ｹﾝｷ 中2
2349 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中2

7 ADむそたSC 3089 中山　　響 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳ 中2
ADﾑｿﾀSC 中学 3087 志津　翔貴 ｼﾂﾞ ｼｮｳｷ 中2

3088 湯川　将気 ﾕｶﾜ ｼｮｳｷ 中2
3090 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中2

8 あかやまＳＳ 225 恩田　康佑 ｵﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 中2
ｱｶﾔﾏSS 中学 226 中田　有友 ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ 中2

227 玉井　大聖 ﾀﾏｲ ﾀｲｾｲ 中1
224 藤田　春輝 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 コナミ明石 2942 原田　壮大 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 中1

ｺﾅﾐｱｶｼ 中学 2940 村上　柚希 ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ 中2
2939 泉　　昂志 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 中2
2941 末光　唯楓 ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ 中2

2 オーバル総社 3144 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中2
OVALsoja 中学 3143 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 中2

3147 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 中1
3145 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 中1

3 日大豊山中学 927 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 中2
ﾌﾞｻﾞﾝﾁｭｳ 中学 925 満園　　瑛 ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ 中2

924 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 中2
926 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中2

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 941 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 中2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 中学 939 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 中2

943 佐藤　孝樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ 中1
940 飯田　光達 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ 中2

5 三菱養和ＳＳ 1146 熊谷　修吾 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ 中2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1152 髙尾　彬理 ﾀｶｵ ｱﾝﾘ 中1

1151 堀本聖一郎 ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 中1
1149 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中2

6 稲毛インター 771 白岩　凜恩 ｼﾗｲﾜ ﾘｵﾝ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 772 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 中2

773 沼倉龍之介 ﾇﾏｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
774 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 中1

7 マリン西新井 1229 川崎　永晴 ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ 中2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 中学 1228 田中　詞也 ﾀﾅｶ ｺﾄﾔ 中2

1231 川井鼓太郎 ｶﾜｲ ｺﾀﾛｳ 中1
1230 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 中1

8 ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉 897 小野　泰己 ｵﾉ ﾀｲｷ 中2
JACﾁﾊﾞ 中学 900 ショウホウホウ ｼｮｳ ﾎｳﾎｳ 中2

896 後川　由眞 ｳｼﾛｶﾜ ﾕｳﾏ 中2
898 川端　登真 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｳﾏ 中2

Page: 5/5 Printing: 2019/03/29 9:57:15

東  京

千  葉

加　盟

兵  庫

岡  山

東  京

東  京

東  京

千  葉


