
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.210 男子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:12.54
ＣＳ                大会記録  3:25.84

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 洛南高校 2121 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高3

ﾗｸﾅﾝ 高校 2125 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 高1
2126 永井　悠介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 高1
2123 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高2

1 中京大中京高 1897 高見　諒真 ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ 高1
CHUKYO 高校 1899 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高1

1898 白崎　礼人 ｼﾗｻｷ ｱﾔﾄ 高1
1893 後藤　崚太 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 高2

2 市川高校 2504 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2502 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高3

2505 北川　　凜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ 高2
2503 楠田　将也 ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 高3

3 コナミ津田沼 788 遠藤　優太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 高2
ｺﾅﾐﾂﾀﾞﾇﾏ 高校 786 渡部　莉樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 高3

785 安藤　翔太 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 高3
787 小島　拓海 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 高2

4 NECGSC玉川 1294 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高2
NECGSC T 高校 1297 小嶋　　壮 ｺｼﾞﾏ ｿｳ 高1

1296 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 高2
1295 水野　尊登 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾄ 高2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 646 永藤　修一 ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 高2
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 高校 644 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高3

643 下場　嵐斗 ｼﾓﾊﾞ ﾗﾝﾄ 高3
645 伊藤　　心 ｲﾄｳ ｼﾝ 高2

6 桃山学院 2237 和田信太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2239 斉藤　堅生 ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 高3

2242 粟野　　翔 ｱﾜﾉ ｶｹﾙ 高2
2236 吉田　怜生 ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ 高3

7 京都外大西高 2128 長牛　太佑 ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ 高2
KGN 高校 2131 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 高2

2130 萩原　涼介 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2
2129 山中　　廉 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ 高2

8 日本文理 1646 飯田　湧太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1649 長谷川真大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 高1

1647 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 高3
1648 近山　玲央 ﾁｶﾔﾏ ﾚｵ 高2

9 コナミ白石 37 土岐　祐介 ﾄｷ ﾕｳｽｹ 高3
ｺﾅﾐｼﾛｲｼ 高校 36 堤　　悠人 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ 高3

38 清水　侃弥 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾔ 高3
39 関根　摂人 ｾｷﾈ ｾﾂﾄ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 大分雄城台高 3047 沓掛　修也 ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ 高1

ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 3046 田村　烈士 ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ 高2
3044 立山　拓路 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｸﾐ 高3
3045 坂田　涼人 ｻｶﾀ ｽｽﾞﾋﾄ 高3

1 豊川高 2001 長澤　　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1999 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 高3

2000 江角　真叶 ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ 高3
2004 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 高2

2 名古屋高 1885 長谷川　盾 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1881 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高3

1882 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 高3
1884 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高3

3 いずみ能登川 2113 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高2
IZUMI 21 高校 2111 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 高2

2112 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 高2
2110 勝見　大輝 ｶﾂﾐ ﾀﾞｲｷ 高3

4 イ ト マ ン 2279 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 2275 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高3

2277 悦過　大知 ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ 高3
2278 森本　哲平 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 高2

5 NECGSC溝の口 1582 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 高2
NECGSC M 高校 1579 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2

1581 田渕　海斗 ﾀﾌﾞﾁ ｶｲﾄ 高2
1578 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 高2

6 関大北陽 2227 浦上　天良 ｳﾗｶﾞﾐ ｿﾗ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2223 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高3

2226 小林　達郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 高2
2224 松山　　学 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ 高3

7 大体大浪商 2215 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2218 木下　翔真 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 高1

2216 入江　五陸 ｲﾘｴ ｲﾂﾑ 高3
2217 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 高1

8 太成学院大高 2245 中川　瑛介 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2248 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

2247 眞木　天翔 ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ 高1
2244 生見　泰聖 ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ 高3

9 湘南工大附 1271 松山　元哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄﾔ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1274 日髙　颯哉 ﾋﾀﾞｶ ｿｳﾔ 高2

1272 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3
1275 田中　一颯 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
0 熊谷 384 熊澤　将大 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 高3

ｸﾏｶﾞﾔ 高校 386 坂本　　樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 高2
387 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 高1
385 山口　真輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 高3

1 飛龍高校 1766 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高3
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1770 寺尾康太郎 ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 高2

1767 佐々木雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 高3
1768 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高2

2 日大豊山 814 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 811 小川　将輝 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 高2

813 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 高2
818 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 高1

3 逗子開成 1270 星合謙一郎 ﾎｼｱｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高1
ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校 1269 丸山　渓太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 高2

1267 寺島　俊結 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ 高3
1268 菅原　源太 ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 高3

4 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1558 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 高3
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 高校 1559 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 高3

1557 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高3
1560 荻野倖太朗 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 高1

5 マリン西新井 1076 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高2
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 高校 1075 長田　樹雄 ｵｻﾀﾞ ﾐｷｵ 高3

1077 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 高2
1078 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 高2

6 ＳＭＳＴ 1118 ﾌｪﾆｯｸ・ｷｬﾒﾛﾝ ﾌｪﾆｯｸ ｷｬﾒﾛﾝ 高3
SMST 1120 ｱｻﾉ・ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 高2

1119 ﾏｰﾃｨﾝ・ﾅｵｷ ﾏｰﾃｨﾝ ﾅｵｷ 高3
1121 ﾌｪﾆｯｸ・ﾗｲｱﾝ ﾌｪﾆｯｸ ﾗｲｱﾝ 中3

7 鹿児島高 3061 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2
ｶｺﾞｼﾏHS 高校 3059 岩元　大秀 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ 高3

3060 中村　星斗 ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 高2
3058 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高3

8 目黒日大 824 宮澤　佑基 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高3
ﾒｸﾞﾛNU 高校 827 清水　恒聖 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 高1

825 加藤　優人 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 高3
828 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 高1

9 ｲﾄﾏﾝアビコ 2271 野原　梨玖 ﾉﾊﾗ ﾘｸ 高2
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 高校 2272 辻本　瑞樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高2

2270 木本　憲大 ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 高3
2269 小倉　　望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 高3
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