
第42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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.208 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
13-14歳             大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1124 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中3
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 中学 1126 鈴木　晴登 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 中3

1123 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中3
1122 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中3

2 岡崎竜城ＳＣ 1916 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中3
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1920 岩村　航佑 ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ 中2

1917 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中3
1918 小林　夢翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ 中3

3 東京ＳＣ 908 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 中学 910 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 中2

909 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 中2
907 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中3

4 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1413 根本　泰志 ﾈﾓﾄ ﾀｲｼ 中3
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1414 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 中2

1415 杉浦優一朗 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中2
1417 川井　健洋 ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ 中1

5 ＫＴＶ豊中 2334 高木　　陸 ﾀｶｷ ﾘｸ 中3
KTVﾄﾖﾅｶ 中学 2335 近藤　立宜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ 中2

2337 川﨑成一郎 ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 中1
2336 西口　直輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ 中1

6 ビート伊万里 3004 寺川琉之介 ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 中2
ﾋﾞｰﾄｲﾏﾘ 中学 3003 岩永　吉平 ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ 中2

3002 池田　龍生 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中3
3001 立川　晴太 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾀ 中3

7 ビッグツリー 318 横倉　　詢 ﾖｺｸﾗ ｼｭﾝ 中2
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 中学 317 中山　結貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 中3

315 齊藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 中3
316 大橋　一心 ｵｵﾊｼ ｲｯｼﾝ 中3
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第42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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.208 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
13-14歳             大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 コナミ明石 2588 原田　壮大 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 中2
ｺﾅﾐｱｶｼ 中学 2587 渡邊　洸輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 中3

2585 村上　柚希 ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ 中3
2586 末光　唯楓 ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ 中3

2 コナミ北浦和 438 井上　大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 中2
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 中学 436 青木　泰樹 ｱｵｷ ﾀｲｼﾞｭ 中3

435 下山　　翔 ｼﾓﾔﾏ ｼｮｳ 中3
437 福冨　琥央 ﾌｸﾄﾐ ｺｵ 中2

3 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1045 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中3
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1046 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 中2

1047 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 中2
1048 岡田　凌平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 中2

4 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 2739 鳴神　掲太 ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ 中2
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 中学 2736 西本　翔太 ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中3

2737 奥本　陽登 ｵｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ 中2
2738 横川　大佑 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中2

5 稲毛インター 704 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 702 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 中3

706 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 中2
703 沼倉龍之介 ﾇﾏｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

6 イトマン大津 2099 岡本　龍平 ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 中2
ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ 中学 2098 町田翔太郎 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中2

2100 伊藤　珀叶 ｲﾄｳ ﾊｸﾄ 中2
2097 桝岡　伊織 ﾏｽｵｶ ｲｵﾘ 中3

7 ＳＧＣ・佐野 282 高田　一冴 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｻ 中3
SGC 中学 283 尾﨑　元希 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 中2

284 黒須　大幹 ｸﾛｽ ﾀﾞｲｷ 中2
285 溝口　新大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 中2

8 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2668 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 中2
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 中学 2669 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 中2

2670 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 中2
2667 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 中2
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第42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     
                                                  
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No.208 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
13-14歳             大会記録  3:37.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 塚口ＳＳ 2518 戸上　光助 ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 中3
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2520 吉田　貴範 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 中2

2522 今井　奏良 ｲﾏｲ ｿﾗ 中2
2521 西川　呂希 ﾆｼｶﾜ ﾛｷ 中2

2 岐阜ＳＳ 2070 桐山慎太郎 ｷﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 中3
ｷﾞﾌSS 中学 2071 大塚　淳平 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中3

2073 丸山　小鉄 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾃﾂ 中2
2069 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中3

3 オーバル総社 2779 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中3
OVALsoja 中学 2781 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 中2

2780 横田　拳成 ﾖｺﾀ ｹﾝｾｲ 中3
2783 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 中2

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 300 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 中2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 297 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中3

299 松浦　幸大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中2
298 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中3

5 アクラブ調布 844 樋口　蒼大 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 中2
AQLUB CH 中学 843 箸方　尚樹 ﾊｼｶﾀ ﾅｵｷ 中3

846 下村　洋介 ｼﾓﾑﾗ ﾖｳｽｹ 中2
845 髙宮　碧海 ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ 中2

6 三菱養和ＳＳ 1015 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1017 堀本聖一郎 ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 中2

1016 宮下　　駿 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 中3
1018 髙尾　彬理 ﾀｶｵ ｱﾝﾘ 中2

7 イ ト マ ン 2283 森本　耕太 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝ 中学 2285 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 中2

2284 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 中2
2282 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 中2

8 パルワカヤマ 2720 中山　　響 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳ 中3
ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ 中学 2723 濵田　真秀 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｼｭｳ 中3

2721 巽　　遙輝 ﾀﾂﾐ ﾊﾙｷ 中3
2722 濱　　颯汰 ﾊﾏ ｿｳﾀ 中3
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