
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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 別府翔青高 3040 小野　文殊 ｵﾉ ﾓﾝｼﾞｭ 高2
ﾍﾞｯﾌﾟｼｮｳ 高校 3041 豊川　靖也 ﾄﾖｶﾜ ｾｲﾔ 高1

3039 谷井虎太郎 ﾀﾆｲ ｺﾀﾛｳ 高2
3038 田中　大寛 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ 高3

4 東邦高 1877 泉　　康介 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 高2
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 1878 稲垣　来樹 ｲﾅｶﾞｷ ﾗｲｷ 高2

1879 愛甲　竜雲 ｱｲｺｳ ﾘｮｳ 高2
1880 浅野　凪都 ｱｻﾉ ﾅｷﾞﾄ 高2

5 いずみ能登川 2111 弓削　　颯 ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ 高2
IZUMI 21 高校 2112 山本　聖蓮 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ 高2

2113 須崎　友馬 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高2
2110 勝見　大輝 ｶﾂﾐ ﾀﾞｲｷ 高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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン堅田 2118 下村　聖太 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾀ 高3

ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ 高校 2119 勝身　竜也 ｶﾂﾐ ﾀﾂﾔ 高2
2117 河田　結人 ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ 高3
2116 新谷　晃生 ﾆｲﾔ ｺｳｷ 高3

1 関大北陽 2230 三光　哲平 ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2225 比良　凌和 ﾋﾗ ﾘｮｳﾄ 高2

2228 友田　和志 ﾄﾓﾀﾞ ｶｽﾞｼ 高2
2223 羽岡　草太 ﾊｵｶ ｿｳﾀ 高3

2 日大豊山 813 伊藤　智裕 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 815 藤田　大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 高2

819 大見　碧士 ｵｵﾐ ｱｵﾄ 高1
810 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高3

3 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 643 下場　嵐斗 ｼﾓﾊﾞ ﾗﾝﾄ 高3

644 山本　拓武 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 高3
645 伊藤　　心 ｲﾄｳ ｼﾝ 高2

4 湘南工大附 棄権
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校

5 日大高 1284 貝塚　航基 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1280 玉田虎太朗 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 高3

1279 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 高3
1282 伊藤　　廉 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高3

6 中越 1651 早坂　　亮 ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ 高3
ﾁｭｳｴﾂ 高校 1652 皆川　隼人 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高3

1653 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 高3
1654 五井　智也 ｺﾞｲ ﾄﾓﾔ 高3

7 市川高校 2502 福本　勝太 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高3
ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 2503 楠田　将也 ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 高3

2504 多鹿　正洋 ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 高3
2505 北川　　凜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ 高2

8 ｲﾄﾏﾝアビコ 2269 小倉　　望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 高3
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 高校 2271 野原　梨玖 ﾉﾊﾗ ﾘｸ 高2

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
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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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 鹿児島情報高 3064 廣瀬　仁人 ﾋﾛｾ ﾏｻﾄ 高3

ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 3063 榎田　大己 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高3
3067 岩切　斗吾 ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ 高1
3065 中園　剛志 ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 高2

1 豊川高 2002 山下　結生 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 2005 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 高2

2003 原崎　伊織 ﾊﾗｻﾞｷ ｲｵﾘ 高2
2004 神　　偉雄 ｼﾞﾝ ｲｵ 高2

2 飛龍高校 1768 上坂　侑輝 ｳｴｻｶ ﾕｳｷ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 1769 石田　竜一 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高2

1766 村田　迅永 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ 高3
1770 寺尾康太郎 ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 高2

3 東京ＳＣ 902 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 高3
ﾄｳｷｮｳSC 高校 903 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 高3

906 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 高1
904 髙橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 高2

4 NECGSC玉川 1294 讃岐　徳弘 ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ 高2
NECGSC T 1293 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 高3

1298 神尾　至輝 ｶﾐｵ ｼｷ 中3
1296 高橋　英祐 ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ 高2

5 桃山学院 2236 吉田　怜生 ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ 高3
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2238 南條　光輝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 高3

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

6 洛南高校 2124 下家　快斗 ｼﾓｲｴ ｶｲﾄ 高2
ﾗｸﾅﾝ 高校 2122 太田　壮優 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 高3

2121 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高3
2123 川崎　甲斐 ｶﾜｻｷ ｶｲ 高2

7 大分雄城台高 3046 田村　烈士 ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ 高2
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 3048 池﨑　勇真 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高1

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

8 白鴎大足利 262 磯野　稜介 ｲｿﾉ ﾘｮｳｽｹ 高3
ﾊｸｵｳ 高校 265 加藤　晟人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ 高2

263 松下　颯太 ﾏﾂｼﾀ ｿｳﾀ 高3
264 大谷　遥斗 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ 高2

9 名古屋高 1886 高橋　篤広 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 高3
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1884 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 高3

1883 川畑　皐馬 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾏ 高3
1881 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 高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.268 男子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  3:30.03
ＣＳ                大会記録  3:41.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 イトマン函館 16 中澤　剣生 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｾｲ 中3

ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 14 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 高2
13 京野　航大 ｷｮｳﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2
15 阿部　日向 ｱﾍﾞ ﾋｭｳｶﾞ 高2

1 鹿児島高 3058 早﨑　遼真 ﾊﾔｻｷ ﾘｮｳﾏ 高3
ｶｺﾞｼﾏHS 高校 3062 二又川晃哉 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ｺｳﾔ 高2

3059 岩元　大秀 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ 高3
3061 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 高2

2 SW大教二本松 187 伹野　智哉 ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ 高3
SWﾆﾎﾝﾏﾂ 189 五十嵐　蓮 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高3

188 安齋　叶空 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ 高3
190 渡辺　皓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 中3

3 イトマン守口 2348 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 高3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 高校 2349 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 高2

2346 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 高3
2347 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 高3

4 イ ト マ ン 2275 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 高3
ｲﾄﾏﾝ 高校 2280 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高1

2279 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 高2
2276 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 766 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 高2
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 高校 769 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 高1

767 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 高2
768 寺門　弦輝 ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ 高2

6 SPﾎｳﾄｸ金沢 1464 栁川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高2
SPﾎｳﾄｸKA 1465 正治　真弥 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾋﾛ 高2

1463 貝塚　将基 ｶｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 高3
1466 吉良　奏祐 ｷﾗ ｿｳｽｹ 中3

7 佐伯鶴城 3036 御手洗大心 ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ 高3
ｶｸｼﾞｮｳST 高校 3035 三ッ股　希 ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ 高3

3034 東　　駿大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔｵ 高3
3037 菅野　　遼 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ 高3

8 中京大中京高 1896 武田　守運 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ 高2
CHUKYO 高校 1894 尾矢　海太 ｵﾔ ｼｲﾀ 高2

1897 高見　諒真 ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ 高1
1899 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高1

9 尾鷲高 2049 大山　公大 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 高2
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 2047 直江　篤樹 ﾅｵｴ ｱﾂｷ 高3

2046 山本　春輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 高3
2048 大山　仁大 ｵｵﾔﾏ ｼﾞﾝﾀﾞｲ 高2
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