
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. :  168 男子 4x100m フリーリレー 予選

ＣＳ 大会記録   3:25.84

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
0 385 市尼崎高 兵  庫 2368 山田　海斗 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 高3 3:34.10

ICHIAMA 高校 2367 袖野　椋可 ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ 高3
ＣＳ 2369 吉岡亜矢都 ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ 高3

2366 縄井　健世 ﾅﾜｲ ｹﾝｾ 高3

1 429 新田高 愛  媛 2714 大橋　海斗 ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 高3 3:33.81
ﾆｯﾀ 高校 2715 伊須　新太 ｲｽ ｱﾗﾀ 高3

ＣＳ 2717 梶田　洸貴 ｶｼﾞﾀ ｺｳｷ 高1
2716 髙岡　海斗 ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ 高2

2 40 ｽｳｨﾝ宇都宮 栃  木 276 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 高2 3:33.36
SWｳﾂﾉﾐﾔ 高校 277 松浦　幸大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 高1

ＣＳ 275 松下　由成 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾅﾘ 高3
278 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 高1

3 314 豊川高 愛  知 1923 菊地　善喜 ｷｸﾁ ｲｲ 高3 3:32.93
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1928 尾関　啓太 ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ 高1

ＣＳ 1920 松本　凌哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 高3
1922 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 高3

4 353 イ ト マ ン 大  阪 2161 重藤　流世 ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高2 3:32.15
ｲﾄﾏﾝ 高校 2165 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 高1

ＣＳ 2163 小東　真皓 ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ 高1
2160 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高3

5 371 枚方ＳＳ 大  阪 棄権
ﾋﾗｶﾀSS 一般

ＣＳ

6 387 須磨学園高校 兵  庫 2376 辻森　魁人 ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ 高1 3:33.12
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2372 前田　駿太 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 高3

ＣＳ 2374 松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1
2373 菅野　広大 ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2

7 312 愛産大三河高 愛  知 1918 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 高2 3:33.60
ﾐｶﾜｺｳ 高校 1917 新美　大輝 ﾆｲﾐ ﾀﾞｲｷ 高2

ＣＳ 1916 杉浦　涼一 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ 高3
1919 小林　夢翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ 高2

8 295 愛み大瑞穂高 愛  知 1787 小池　　晶 ｺｲｹ ｱｷﾗ 高1 3:33.95
MIZUHO 高校 1784 高羽　悟史 ﾀｶﾊﾞ ｻﾄｼ 高3

ＣＳ 1785 浅井　康栄 ｱｻｲ ｺｳｴｲ 高2
1786 石川　祐樹 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 高2

9 446 ＫＳＧときわ 福  岡 2807 冨野　陽輝 ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ 高2 3:34.22
KSGﾄｷﾜSS 高校 2806 山岸　大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 高2

ＣＳ 2804 伊東　　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 高3
2808 渡辺　健士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 高2

2021/08/25 10:16:02 SEIKO Swimming Results System Page 1

スタートリスト



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. :  168 男子 4x100m フリーリレー 予選

ＣＳ 大会記録   3:25.84

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

2組
0 146 日大豊山 東  京 814 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 高3 3:31.41

ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 817 木村　修梧 ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ 高3
ＣＳ 823 武井　律己 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 高2

818 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高3

1 33 ｲﾄﾏﾝ古河 茨  城 246 伊藤　　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2 3:26.89
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 高校 244 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 高3

ＣＳ 247 須藤　凛大 ｽﾄｳ ﾘﾝﾀ 高2
245 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 高3

2 439 東福岡 福  岡 2760 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 高3 3:26.18
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 2762 竹原　秀一 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高2

ＣＳ 2758 高松　賢志 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼ 高3
2761 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 高3

3 214 湘南工大附 神奈川 1223 スコット龍海 ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ 高2 3:25.32
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1222 井上　慶人 ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ 高2

ＣＳ 1221 渋谷　帆想 ｼﾌﾞﾔ ﾎﾉﾝ 高2
1218 草野　光希 ｸｻﾉ ﾐﾂｷ 高3

4 346 太成学院大高 大  阪 2143 宇野　　陸 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 高3 3:23.63
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2141 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

ＣＳ 2140 眞木　天翔 ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ 高3
2142 厚田樹仁斗 ｱﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾆﾄ 高3

5 420 オーバル総社 岡  山 2634 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 高2 3:24.57
OVALsoja 高校 2633 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 高2

ＣＳ 2635 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 高1
2632 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 高3

6 246 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1366 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 高1 3:25.68
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 一般 1365 根本　泰志 ﾈﾓﾄ ﾀｲｼ 高2

ＣＳ 1367 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 高1
1368 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 中3

7 289 浜名湖ＳＳ 静  岡 1745 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 高3 3:26.54
ﾊﾏﾅｺSS 高校 1747 増田　莉蔵 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 高1

ＣＳ 1748 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 高1
1746 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 高3

8 239 神奈中ＳＳ 神奈川 1328 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 高3 3:27.06
ｶﾅﾁｭｳSS 高校 1329 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 高3

ＣＳ 1332 田中　大翔 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 高1
1330 大塚　　心 ｵｵﾂｶ ｼﾝ 高1

9 216 日大高 神奈川 1234 池　　琉晴 ｲｹ ﾘｭｳｾｲ 高2 3:32.14
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1232 村井　洸太 ﾑﾗｲ ｺｳﾀ 高3

ＣＳ 1233 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高2
1235 鈴木　春覇 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾊ 高2
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3組
0 343 桃山学院 大  阪 2135 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 高1 3:29.60

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2132 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 高2
ＣＳ 2131 徳田　爽人 ﾄｸﾀﾞ ｱｷﾄ 高2

2130 續　　竜成 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 高2

1 185 三菱養和ＳＳ 東  京 1018 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 高2 3:26.70
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1017 熊谷　修吾 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ 高2

ＣＳ 1019 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 高2
1021 髙尾　彬理 ﾀｶｵ ｱﾝﾘ 高1

2 120 稲毛インター 千  葉 694 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 中3 3:26.10
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 一般 691 肥田慎之介 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 高3

ＣＳ 693 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 高1
692 白岩　凜恩 ｼﾗｲﾜ ﾘｵﾝ 高2

3 272 日本文理 新  潟 1565 長谷川真大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 高3 3:24.98
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1563 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 高3

ＣＳ 1567 羽生　朝喜 ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 高2
1566 黒井　優祐 ｸﾛｲ ﾕｳｽｹ 高3

4 262 イトマン港北 神奈川 1480 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 高3 3:23.15
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1481 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 高3

ＣＳ 1482 上川畑　英 ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ 高2
1479 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 高3

5 135 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 千  葉 755 戸上　真澄 ﾄｶﾞﾐ ﾏｽﾐ 高3 3:23.96
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 757 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 高3

ＣＳ 756 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
754 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 高3

6 304 中京大中京高 愛  知 1821 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 高2 3:25.65
CHUKYO 高校 1826 加藤　　涼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 高1

ＣＳ 1822 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 高2
1828 岩村　航佑 ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ 高1

7 458 鹿児島情報高 鹿児島 2902 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高3 3:26.50
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2904 橋口晶太郎 ﾊｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

ＣＳ 2903 岩切　斗吾 ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ 高3
2906 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 高2

8 85 スウィン鴻巣 埼  玉 514 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 高1 3:26.99
SWｺｳﾉｽ 高校 511 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 高2

ＣＳ 512 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 高2
510 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 高3

9 455 大分雄城台高 大  分 2889 島末　匠真 ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ 高1 3:31.60
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2885 岩田　優雅 ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 高3

ＣＳ 2887 池﨑　勇真 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高3
2886 沓掛　修也 ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ 高3
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4組
0 323 洛南高校 京  都 2031 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 高3 3:29.47

ﾗｸﾅﾝ 高校 2032 永井　悠介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 高3
ＣＳ 2029 田中　大雅 ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ 高3

2033 坂本　岳久 ｻｶﾓﾄ ｶﾞｸ 高2

1 118 VERDI 千  葉 677 清水　義仁 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾄ 高2 3:26.70
VERDI 高校 674 新井　陽向 ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ 高2

ＣＳ 675 鈴木　光瑠 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 高2
676 久保　翔希 ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ 高2

2 339 大体大浪商 大  阪 2111 細川　　碧 ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ 高1 3:25.75
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2108 木下　翔真 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 高3

ＣＳ 2109 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 高2
2106 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 高3

3 108 スウィン美園 埼  玉 633 阿部　隼汰 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾀ 高3 3:24.71
ｽｳｨﾝﾐｿﾉ 高校 634 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 高3

ＣＳ 636 加崎　晟惟 ｶｻﾞｷ ｾｲ 高1
635 庭野　直樹 ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ 高3

4 59 スウィン北本 埼  玉 377 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 高3 3:21.63
SWｷﾀﾓﾄ 高校 376 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 高3

ＣＳ 380 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 高2
378 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 高3

5 233 ヨコハマＳＣ 神奈川 1302 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高2 3:23.69
ﾖｺﾊﾏSC 高校 1304 小澤　壮志 ｵｻﾞﾜ ｿｳｼ 高1

ＣＳ 1301 小笠　将貴 ｵｶﾞｻ ｼｮｳｷ 高3
1303 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 高2

6 299 名古屋高 愛  知 1803 村佐孝太郎 ﾑﾗｻ ｺｳﾀﾛｳ 高3 3:25.61
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1807 名富祥汰郎 ﾅﾄﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

ＣＳ 1809 小嶋　虹佑 ｺｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 高3
1808 平沼　倉多 ﾋﾗﾇﾏ ｿｳﾀ 高3

7 206 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 東  京 1174 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 高2 3:26.30
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 高校 1173 平本　　壮 ﾋﾗﾓﾄ ｿｳ 高3

ＣＳ 1172 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 高3
1171 田中　佑規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高3

8 10 盛岡南高校 岩  手 78 阿部虎之介 ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 高3 3:26.99
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 79 櫻田　悠希 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 高2

ＣＳ 77 櫻井　　漸 ｻｸﾗｲ ｾﾞﾝ 高3
76 菊池　春太 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀ 高3

9 14 東北学院 宮  城 105 青塚美賀琉 ｱｵﾂｶ ﾐｶﾙ 高2 3:31.59
ｶﾞｸｲﾝ 高校 104 松原　晴太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 高3

ＣＳ 106 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 高2
103 太田　寛英 ｵｵﾀ ｶﾝｴｲ 高3
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