
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.264 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:21.07
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ＨＯＳ小阪 2628 小山　裕基 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
HOSｺｻｶ 2626 樫根滉太郎 ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ 高3

2629 北野　雄大 ｷﾀﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
2627 城　　広翔 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 高3

3 塚口ＳＳ 2855 田中　瑛都 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 高3
ﾂｶｸﾞﾁSS 2854 髙須賀　隼 ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ 高3

2856 上口　紘平 ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 高2
2857 川越　悠河 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ 中3

4 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 850 塩塚　航太 ｼｵﾂｶ ｺｳﾀ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 851 井上　　航 ｲﾉｳｴ ｺｳ 高3

852 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高1
853 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 高1

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

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

6 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 2023 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高1

2021 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高2
2020 中森　　成 ﾅｶﾓﾘ ｾｲ 高2

7

8
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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.264 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:21.07
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン江坂 2677 西村　優希 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高3

ｲﾄﾏﾝｴｻｶ 高校 2676 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高3
2679 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 高2
2678 二宮　亮太 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 高2

2 名古屋高 2139 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 高2
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 2137 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高2

2133 相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 高3
2135 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高2

3 イトマン守口 2659 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高2
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 高校 2660 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 高1

2658 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 高2
2657 黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 高3

4 桃山学院 2528 吉田　怜生 ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ 高2
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2529 南條　光輝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高2

2530 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高2
2534 粟野　　翔 ｱﾜﾉ ｶｹﾙ 高1

5 コナミ北浦和 478 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 中3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 476 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 高2

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

6 佐伯鶴城 3460 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高2
ｶｸｼﾞｮｳST 高校 3459 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高2

3458 東　　駿大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔｵ 高2
3461 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高2

7 関大北陽 2514 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 2518 比良　凌和 ﾋﾗ ﾘｮｳﾄ 高1

2513 峯野　友輔 ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ 高3
2516 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高2

8 藤村ＳＳ 1093 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 高校 1096 佐藤　工介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 高3

1094 小山　来希 ｺﾔﾏ ﾗｲｷ 高3
1095 比留間穏覚 ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ 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.264 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:21.07
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 NECGSC玉川 1445 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 高3

NECGSC T 1452 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 中3
1446 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
1444 村上幸汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高3

2 須磨学園高校 2844 縄井　彪士 ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2840 斉藤　　迅 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 高3

2841 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 高3
2845 三原　慶悟 ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ 高2

3 イ ト マ ン 2571 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高2
ｲﾄﾏﾝ 2576 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 中3

2574 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
2572 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 高2

4 東京ＳＣ 1016 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 高2
ﾄｳｷｮｳSC 1014 神田　晴圭 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 高3

1018 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中3
1017 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 高1

5 上越正和ＳＳ 1890 鈴木　基心 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 高1
ｼﾞｮｳｴﾂｾｲﾜ 1888 古川　智貴 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 高3

1891 矢澤　祥太 ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 中3
1889 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 高2

6 日大高 1426 森　　大翔 ﾓﾘ ﾋﾛﾄ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1424 玉田虎太朗 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 高2

1423 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高2
1425 伊藤　　廉 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2

7 東北 96 勝田　凌平 ｶﾂﾀ ﾘｮｳﾍｲ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 98 山口　雅斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 高3

95 江原　祐太 ｴﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 高3
97 髙橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 高3

8 日大藤沢 1434 三瓶　嵩将 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾏｻ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 1433 鈴木　　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 高3

1432 吉田　陽人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高3
1431 加納　義士 ｶﾉｳ ﾁｶｼ 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.264 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:21.07
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 中京大中京高 2147 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 高2

CHUKYO 高校 2149 永井　　豪 ﾅｶﾞｲ ｺﾞｳ 高2
2145 石川愼之助 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高3
2144 宮本　敦矢 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 高3

2 NECGSC溝の口 1783 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 高1
NECGSC M 高校 1781 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高1

1784 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 高1
1779 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 高3

3 三菱養和ＳＳ 1141 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 1140 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3

1142 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 高2
1139 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 高3

4 京都踏水会 2440 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高1
ﾄｳｽｲｶｲ 高校 2438 森　　圭佑 ﾓﾘ ｹｰｽｹ 高3

2437 尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 高3
2441 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1192 古田　蒼斗 ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ 高3
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
1194 山田　頼旺 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲｵ 高1

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

7 豊川高 2291 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2294 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高1

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

8 八戸工大一高 40 成田　雄斗 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 42 小山内元気 ｵｻﾅｲ ｹﾞﾝｷ 高2

41 中山　義仁 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 高3
43 三橋凜大朗 ﾐﾂﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 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.264 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:21.07
ＣＳ                大会記録  3:33.89

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ヨコハマＳＣ 1498 五味　桂士 ｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 高3

ﾖｺﾊﾏSC 1501 栗原　健太 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ 中2
1499 仲山　将平 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3
1500 五味　智信 ｺﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 高1

2 中越 1865 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高2
ﾁｭｳｴﾂ 高校 1866 皆川　隼人 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高2

1867 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高2
1868 五井　智也 ｺﾞｲ ﾄﾓﾔ 高2

3 ｻﾝｹｲST 2813 平野　柊生 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ 高3
ｻﾝｹｲST 高校 2810 相浦　友希 ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ 高3

2811 中村　海人 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高3
2814 北川　友祐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高3

4 ＫＳＧミドリ 3168 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 高2
KSGﾐﾄﾞﾘ 高校 3165 白石　崇大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 高3

3166 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 高2
3167 鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 高2

5 ＪＳＳ比良 2224 武田　守運 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ 高1
JSSﾋﾗ 高校 2221 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 高2

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

6 慶応 1427 丸山　斗夢 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾑ 高3
ｹｲｵｳ 高校 1428 深沢　大和 ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ 高3

1430 友田　陽太 ﾄﾓﾀﾞ ﾖｳﾀ 高1
1429 鈴木　孝輔 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 高3

7 湘南工大附 1410 眞野　秀成 ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1415 日髙　颯哉 ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ 高1

1409 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 高3
1413 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高2

8 ＪＳＳ八街 879 國分　隆平 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｭｳﾍｲ 高2
JSSﾔﾁﾏﾀ 882 星野　叶翔 ﾎｼﾉ ｶﾅﾄ 中3

880 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 高1
878 野呂　一期 ﾉﾛ ｶｽﾞｷ 高3
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