
第44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

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   3:12.54
競技No. :  150 男子 4x100m フリーリレー 予選

１３～１４歳 大会記録   3:37.16

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
0

1

2

3 123 稲毛インター 千  葉 696 松田　一志 ﾏﾂﾀ ｶｽﾞｼ 中2 3:48.99
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 695 土屋　海人 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 中3

１３～１４歳698 尾﨑　大和 ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 中2
697 植木　　駿 ｳｴｷ ｼｭﾝ 中2

4 142 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 千  葉 795 森田　碧大 ﾓﾘﾀ ｱｵｲ 中2 3:48.25
ｾ-ﾐﾅﾐｷﾞｮ 中学 796 川上淳之介 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 中2

１３～１４歳797 青山　龍生 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 中2
794 加藤　大晴 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 中3

5 448 ＫＳＧときわ 福  岡 2809 案西　啓介 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｽｹ 中3 3:48.27
KSGﾄｷﾜSS 中学 2811 山岸　康祐 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｽｹ 中3

１３～１４歳2810 上田　宝生 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾗ 中3
2812 石橋　侑大 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 中2
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2組
0 207 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 東  京 1179 小山龍太郎 ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 中2 3:47.61

ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 中学 1176 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 中3
１３～１４歳1177 榊　　恵介 ｻｶｷ ｹｲｽｹ 中3

1178 髙橋　　悠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 中2

1 259 イトマン港北 神奈川 1485 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 中2 3:42.01
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1484 山田　未知 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 中3

１３～１４歳1486 吉田　和真 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 中2
1488 田中　　駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 中2

2 75 スウィン埼玉 埼  玉 474 渡邊　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 中3 3:41.31
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 中学 476 西上　聡汰 ﾆｼｶﾐ ｿｳﾀ 中2

１３～１４歳475 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 中2
477 小黒　澪生 ｵｸﾞﾛ ﾚｲ 中2

3 17 鶴岡ＳＣ 山  形 150 小林　竜士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼ 中3 3:40.54
ﾂﾙｵｶSC 中学 149 松田　恵悟 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中3

１３～１４歳151 佐藤壮一郎 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2
152 渡部　莉央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 中2

4 351 イ ト マ ン 大  阪 2170 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 中2 3:39.62
ｲﾄﾏﾝ 中学 2169 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 中2

１３～１４歳2171 美濃　大悟 ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ 中2
2168 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 中3

5 365 イトマン堺 大  阪 2243 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 中2 3:40.39
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 中学 2241 丹治　龍亮 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3

１３～１４歳2244 堀川　舜介 ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 中2
2242 花谷　奏汰 ﾊﾅﾀﾆ ｶﾅﾀ 中3

6 318 津トップＳＣ 三  重 1969 松永　暖琉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ 中2 3:40.93
ﾂﾄｯﾌﾟSC 中学 1968 坂倉　光飛 ｻｶｸﾗ ﾐﾂﾄ 中2

１３～１４歳1970 藤田　海帆 ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾎ 中2
1971 宮本　晄希 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 中2

7 100 ｽｳｨﾝ南越谷 埼  玉 590 小倉　徠輝 ｵｸﾞﾗ ﾗｲｷ 中2 3:41.68
SWﾅﾝｺｼ 中学 591 佐々木　晴 ｻｻｷ ﾊﾙ 中2

１３～１４歳588 小久保静空 ｺｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 中3
589 吉野　宇太 ﾖｼﾉ ｳﾀ 中3

8 408 コナミ明石 兵  庫 棄権
ｺﾅﾐｱｶｼ 一般

１３～１４歳
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3組
0 307 コパン鳴海 愛  知 1861 堀田　武蔵 ﾎｯﾀ ﾑｻｼ 中3 3:46.21

ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ 中学 1862 金子　　翔 ｶﾈｺ ｼｮｳ 中3
１３～１４歳1864 瀬川凌太朗 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1

1863 渥美　幸大 ｱﾂﾐ ｺｳﾀ 中2

1 441 大野城ＳＣ 福  岡 2765 藤井　祐聖 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 中3 3:41.79
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 中学 2767 牟田　　蒼 ﾑﾀ ｱｵｲ 中2

１３～１４歳2766 住川　広樹 ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ 中2
2769 中園　陸斗 ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ 中1

2 415 ＭＧニッシン 奈  良 2561 大久保雄翔 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 中1 3:41.28
MGﾆｯｼﾝ 中学 2558 青木　大流 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾘｭｳ 中3

１３～１４歳2560 森　　大飛 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 中3
2559 森　　大星 ﾓﾘ ﾀｲｾｲ 中3

3 278 ダッシュ三条 新  潟 1610 田中　悠太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 中2 3:40.53
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1609 秋山　隆創 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中2

１３～１４歳1606 井伊　陽輝 ｲｲ ﾊﾙｷ 中3
1608 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 中3

4 269 NECGSC溝の口 神奈川 1521 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 中3 3:36.63
NECGSC M 中学 1522 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 中2

１３～１４歳1520 秋山　真颯 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾝ 中3
1523 小山　雄大 ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 中2

5 376 枚方ＳＳ 大  阪 2286 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 中2 3:40.21
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2285 山本　修斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 中2

１３～１４歳2288 筒井　一樹 ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ 中1
2287 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 中2

6 168 東京ＳＣ 東  京 915 河井　桜輔 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 中2 3:40.86
ﾄｳｷｮｳSC 中学 912 仙北谷　豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ 中3

１３～１４歳916 塩田　直也 ｼｵﾀ ﾅｵﾔ 中2
913 千葉　楓真 ﾁﾊﾞ ﾌｳﾏ 中3

7 204 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 東  京 1168 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3 3:41.60
ﾐﾅﾐｾﾝｼﾞｭ 中学 1166 児玉　裕太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 中3

１３～１４歳1167 中野　康生 ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 中3
1165 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 中3

8 308 名鉄ＳＳ刈谷 愛  知 1876 杉浦　征典 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 中2 3:43.76
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 1875 村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 中3

１３～１４歳1874 山下　哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 中3
1877 鳴海　琳大 ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ 中2
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4組
0 383 枚方ＳＳ星田 大  阪 2348 山下しおん ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 中3 3:46.06

ﾋﾗｶﾀﾎｼﾀﾞ 中学 2347 田中　秀路 ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 中3
１３～１４歳2350 茅島　悠斗 ｶﾔｼﾏ ﾕｳﾄ 中2

2346 辻　　翔太 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 中3

1 427 ジャパン観 香  川 2684 星川　　響 ﾎｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 中3 3:41.74
Jｶﾝｵﾝｼﾞ 中学 2685 小西　啓太 ｺﾆｼ ｹｲﾀ 中3

１３～１４歳2687 久保翔太郎 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中1
2686 福田　航平 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 中3

2 267 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 神奈川 1508 関口　蔵多 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾗﾀ 中3 3:41.01
ｻｷﾞﾇﾏSCS 中学 1510 山口　舜太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 中3

１３～１４歳1511 武藤　大晴 ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ 中3
1509 北島　拓馬 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 中3

3 245 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1371 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 中3 3:40.52
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1372 稲吉　悠斗 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 中2

１３～１４歳1369 佐藤　　汰 ｻﾄｳ ﾀｲ 中3
1370 成田　律己 ﾅﾘﾀ ﾘﾂｷ 中3

4 335 イトマン京都 京  都 2081 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 中2 3:36.31
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2078 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 中3

１３～１４歳2082 岩鼻　悠輝 ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ 中2
2079 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 中2

5 328 コナミ伏見 京  都 2053 髙桑　茅颯 ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ 中2 3:39.68
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2052 川中鼓太郎 ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ 中3

１３～１４歳2054 北村　瑛治 ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ 中2
2055 永井　龍斗 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 中2

6 453 アクセス佐賀 佐  賀 2854 岩石　莉空 ｲﾜｲｼ ﾘｸ 中3 3:40.73
ｱｸｾｽｻｶﾞ 中学 2855 歌野原誠仁 ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 中2

１３～１４歳2857 草場　大地 ｸｻﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 中2
2853 市丸　愛翔 ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ 中3

7 236 相模原ＤＣ 神奈川 1311 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 中3 3:41.46
ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学 1313 池　　瑛友 ｲｹ ｴｲﾄ 中3

１３～１４歳1315 西崎　瑛煌 ﾆｼｻﾞｷ ｴｲｼﾞｭ 中2
1314 實川　真人 ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾄ 中3

8 131 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 千  葉 744 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 中3 3:42.06
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 中学 743 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 中3

１３～１４歳746 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾘ 中3
745 相澤　倖翔 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾄ 中3

9 410 NSI本山 兵  庫 2474 中山　太賀 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 中1 3:48.12
NSIﾓﾄﾔﾏ 中学 2473 中江　隆仁 ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ 中2

１３～１４歳2472 知念　　翼 ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ 中3
2471 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 中3
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