
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.176 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:17.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 愛工大名電高 2257 野村　響生 ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 高1

ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 2256 奥澤　　望 ｵｸｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 高1
2255 志賀　勇心 ｼｶﾞ ﾕｳｼﾝ 高2
2254 加藤　千雅 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 高3

2 ロンド東村山 1170 鈴木　雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 高2
ﾛﾝﾄﾞHGM 高校 1168 多田　　樹 ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ 高3

1169 葛西　歩夢 ｶｻｲ ｱﾕﾑ 高3
1171 山田　晃誠 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 高1

3 ｲﾄﾏﾝアビコ 2559 野原　梨玖 ﾉﾊﾗ ﾘｸ 高1
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 高校 2557 河南　　晟 ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ 高3

2558 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高2
2560 辻本　瑞樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高1

4 イトマン草津 2368 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 高3
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 高校 2371 渡邊承太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛ 高1

2370 古川　裕基 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 高1
2369 須崎　天馬 ｽｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 高3

5 日大三島 2015 鈴木　恒陽 ｽｽﾞｷ ｺｳﾖｳ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 2013 三田　健輔 ﾐﾀ ｹﾝｽｹ 高3

2012 北木　義仁 ｷﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 高3
2014 野仲　博文 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 高3

6 名古屋高 2135 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2140 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 高1

2138 長谷川　盾 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高2
2137 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2

7 関大北陽 2516 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2519 小林　達郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 高1

2520 浦上　天良 ｳﾗｶﾞﾐ ｿﾗ 高1
2517 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 高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.176 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:17.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 中京大中京高 棄権

CHUKYO 高校

2 桃山学院 2534 粟野　　翔 ｱﾜﾉ ｶｹﾙ 高1
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2525 田中　健仁 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 高3

2530 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高2
2527 村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 高3

3 豊川高 2290 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2288 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 高2

2289 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高2
2293 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 高1

4 コナミ北浦和 473 石橋　怜悟 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺﾞ 高3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 477 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 高2

475 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高3
478 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 中3

5 飛龍高校 2022 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 2019 松森　　海 ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ 高3

2018 上山　達也 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高3
2021 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高2

6 NECGSC玉川 1451 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 高1
NECGSC T 高校 1448 森　　祐樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 高3

1450 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 高1
1447 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高3

7 日大豊山 棄権
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校

8 NECGSC溝の口 1779 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3
NECGSC M 高校 1781 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1

1785 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 高1
1780 末永　亨馬 ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ 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.176 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:17.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 須磨学園高校 2841 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 高3

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2845 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 高2
2842 永井　　絃 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ 高3
2843 岡田　誠也 ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ 高3

2 市川高校 2835 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高2
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2833 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高2

2834 楠田　将也 ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 高2
2836 高橋　　駿 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高1

3 洛南高校 2408 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高1
ﾗｸﾅﾝ 高校 2409 下家　快斗 ｼﾓｲｴ ｶｲﾄ 高1

2407 太田　壮優 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 高2
2406 稲多　蛍輝 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｷ 高3

4 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 853 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 高1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 851 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高3

850 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 高3
852 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高1

5 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 3019 北村　祥瑛 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 高2
ﾙ･ﾋﾒｼﾞ 3021 北村　峻聖 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ 中3

3020 志水　建斗 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 高1
3018 堀　　敬貴 ﾎﾘ ｲﾂｷ 高3

6 金町ＳＣ 966 市川　晟寛 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ 高3
ｶﾅﾏﾁSC 967 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 高2

969 吉村　優志 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼ 中3
968 尾高　康太 ｵﾀｶ ｺｳﾀ 高1

7 イ ト マ ン 2567 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2566 岡嶋　翔太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 高3

2575 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高1
2568 泉　　颯光 ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ 高3

8 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1754 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高2
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 1755 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高2

1757 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 中3
1756 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 高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.176 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:17.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 714 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 高1

ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 高校 712 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高2
711 下場　嵐斗 ｼﾓﾊﾞ ﾗﾝﾄ 高2
713 伊藤　　心 ｲﾄｳ ｼﾝ 高1

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1194 山田　頼旺 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲｵ 高1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 高校 1193 齋藤　慶介 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 高1

1191 鳥海　稜大 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ 高3
1192 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高3

3 イトマン京都 2470 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高2
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 高校 2469 山本　凌成 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 高2

2468 山本　凱星 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 高2
2467 岡本　大雅 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 高3

4 太成学院大高 2538 浦田　悠介 ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2537 山﨑　愛斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾄ 高3

2536 常原　健吾 ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 高3
2540 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高2

5 京都踏水会 2441 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高1
ﾄｳｽｲｶｲ 高校 2440 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1

2437 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高3
2439 上島　郷史 ｳｴｼﾏ ｻﾄｼ 高2

6 富山ＳＣ 1940 才藤　恭平 ｻｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 高3
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 高校 1942 田中　逸爽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 高1

1943 古田　恵祐 ﾌﾙﾀ ｹｲｽｹ 高1
1941 寺井蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 高1

7 逗子開成 1405 野副　　隼 ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ 高3
ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校 1407 礒野　　祥 ｲｿﾉ ｱｷﾗ 高2

1408 丸山　渓太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 高1
1406 菅原　源太 ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 高2

8 三菱養和ＳＳ 1142 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 1140 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3

1141 遠藤　柊斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 高3
1144 井上　舜喜 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ 高1
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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.176 男子   4x100m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  3:07.79
ＣＳ                大会記録  3:17.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 コナミ西宮 2925 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 中3

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 2922 佐伯　一光 ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ 高3
2923 井ノ上昭輝 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 高2
2921 松田　武大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ 高3

2 山形中央 192 鎌上　将大 ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 高1
ﾔﾏﾁｭｳｵｳ 高校 191 芳賀　湧大 ﾊｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2

193 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 高1
190 佐藤駿乃介 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾉｽｹ 高3

3 ＪＳＳ比良 2220 武田　力紀 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 高3
JSSﾋﾗ 高校 2219 岡島　大志 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ 高3

2223 山内　怜哉 ﾔﾏｳﾁ ﾚｲﾔ 高1
2222 後藤　　光 ｺﾞﾄｳ ｺｳ 高1

4 湘南工大附 1413 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1411 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高2

1410 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
1416 田中　一颯 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 高1

5 ｻﾝｹｲST 2814 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2813 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高3

2811 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
2812 池ノ上竜也 ｲｹﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 高3

6 ヨコハマＳＣ 1498 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高3
ﾖｺﾊﾏSC 高校 1500 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高1

1499 仲山　将平 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3
1497 並木　愛一 ﾅﾐｷ ｱｲﾁ 高3

7 あかやまＳＳ 220 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 高2
ｱｶﾔﾏSS 高校 221 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 高2

222 會澤　　廉 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 高2
223 木城　大輝 ｷｼﾛ ﾀﾞｲｷ 高2

8 ｾｲｶKAMOIKE 3505 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高2
ｾｲｶSS 高校 3506 中村　星斗 ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 高1

3508 浦田　篤志 ｳﾗﾀ ｱﾂｼ 高1
3507 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高1
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