
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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
13-14歳             大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 豊橋ＳＳ 1969 鈴木　善貴 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 中2
ﾄﾖﾊｼSS 中学 1970 和田　望実 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中2

1967 野末　尚汰 ﾉｽﾞｴ ｼｮｳﾀ 中3
1968 加藤　真啓 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 中2

2 イ ト マ ン 2286 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 中1
ｲﾄﾏﾝ 中学 2281 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中3

2283 森本　耕太 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ 中2
2282 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 中2

3 アシスト 121 岩間　隆太 ｲﾜﾏ ﾘｭｳﾀ 中3
ｱｼｽﾄ 中学 124 山下　真翔 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 中1

123 後藤　太獅 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ 中2
122 星　　光陽 ﾎｼ ｺｳﾖｳ 中3

4 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 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
3003 岩永　吉平 ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ 中2

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1050 田代　　立 ﾀｼﾛ ﾘﾂ 中2
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 中学 1049 八木　瑞樹 ﾔｷﾞ ﾐｽﾞｷ 中2

1046 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 中2
1045 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中3

6 名古屋ＳＣ 1909 宮﨑　　瞬 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ 中3
ﾅｺﾞﾔSC 中学 1907 横田　一樹 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 中3

1908 宇野　巧望 ｳﾉ ﾀｸﾐ 中3
1910 加藤　嵐唯 ｶﾄｳ ﾗｲ 中2

7 岐阜ＳＳ 2069 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中3
ｷﾞﾌSS 中学 2072 山田　晃大 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中2

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

8 コナミ西宮 2571 大石　　快 ｵｵｲｼ ｶｲ 中2
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 中学 2569 松岡　颯汰 ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ 中3

2570 山岡　大晟 ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ 中2
2568 増田　海翔 ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ 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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
13-14歳             大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2706 藤井　陽太 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 中2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 中学 2708 安田　怜生 ﾔｽﾀﾞ ﾚｵ 中2

2707 山本　　琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 中2
2705 藤井　晴翔 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ 中2

2 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1444 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 中1
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学 1443 北田　久大 ｷﾀﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ 中2

1441 大木　悠也 ｵｵｷ ﾕｳﾔ 中3
1442 白井　　樹 ｼﾗｲ ｲﾂｷ 中2

3 オーバル総社 2783 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 中2
OVALsoja 中学 2782 平井　悠太 ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ 中2

2781 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 中2
2779 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中3

4 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 1123 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中3

1127 野村　昊佑 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 中2
1122 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 中3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ葛西 975 鈴木　煌也 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 中3
ｾﾝﾄﾗﾙｶｻｲ 中学 974 櫻井　隼人 ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 中3

973 浦島　啓聖 ｳﾗｼﾏ ﾖｼｷ 中3
972 中原　大稀 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲｷ 中3

6 ＪＳＳ長岡 1658 田中　　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 中3
JSSﾅｶﾞｵｶ 中学 1661 相﨑　隆成 ｱｲｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中2

1659 辻本　栄人 ﾂｼﾞﾓﾄ ｴｲﾄ 中2
1660 佐藤　琥珀 ｻﾄｳ ｺﾊｸ 中2

7 塚口ＳＳ 2522 今井　奏良 ｲﾏｲ ｿﾗ 中2
ﾂｶｸﾞﾁSS 中学 2519 小川　大貴 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 中3

2518 戸上　光助 ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 中3
2521 西川　呂希 ﾆｼｶﾜ ﾛｷ 中2

8 ＳＧＰ 25004 Koo Gabriel ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｸｰ
SGP 25002 Chiam Cohen ｺｰｴﾝ ﾁｱﾑ

25005 Singh Gavinpal ｷﾞｬﾋﾞﾝﾊﾟﾙ ｼﾝ
25003 Lee Zacc ｻﾞｯｸ ﾘｰ
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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.266 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:30.03
13-14歳             大会記録  3:54.33

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2670 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 中2

ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 中学 2669 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 中2
2667 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 中2
2668 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 中2

1 岡崎竜城ＳＣ 1917 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中3
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1919 倉橋　駿斗 ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ 中2

1916 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中3
1918 小林　夢翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ 中3

2 スウィン鷲宮 533 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 中3
SWﾜｼﾐﾔ 中学 531 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 中3

534 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 中1
532 田宮　　輝 ﾀﾐﾔ ﾃﾙ 中3

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

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

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 299 松浦　幸大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中2
SWｳﾂﾉﾐﾔ 中学 300 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 中2

298 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中3
297 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中3

5 東京ＳＣ 909 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 中2
ﾄｳｷｮｳSC 中学 910 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 中2

908 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中3
907 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中3

6 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1210 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中3
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1211 平岩　佑絃 ﾋﾗｲﾜ ﾕｲﾄ 中3

1212 脇山　　俊 ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ 中2
1213 佐藤　佑磨 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 中1

7 稲毛インター 706 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 中2
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 704 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 中2

705 大住　陵生 ｵｵｽﾐ ﾘｮｳｾｲ 中2
703 沼倉龍之介 ﾇﾏｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 中3

8 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 1416 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 中1

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
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