
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   3:29.91
競技No. :  204 男子 4x100m メドレーリレー 予選

１３～１４歳 大会記録   3:54.33

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

3 132 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 千  葉 748 徳原空ノ介 ﾄｸﾊﾗ ｿﾗﾉｽｹ 中2 4:11.39
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 中学 744 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 中3

１３～１４歳743 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 中3
745 相澤　倖翔 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾄ 中3

4 384 枚方ＳＳ星田 大  阪 2347 田中　秀路 ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 中3 4:10.93
ﾋﾗｶﾀﾎｼﾀﾞ 中学 2349 高森　大賀 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 中2

１３～１４歳2346 辻　　翔太 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 中3
2348 山下しおん ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 中3

5 305 名古屋ＳＣ 愛  知 1839 平木　朝陽 ﾋﾗｷ ｱｻﾋ 中2 4:11.33
ﾅｺﾞﾔSC 中学 1838 田中　稜大 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 中2

１３～１４歳1836 小野　琉星 ｵﾉ ﾘｭｳｾｲ 中3
1837 加藤　　鴎 ｶﾄｳ ｶﾓﾒ 中3
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2組
0 309 名鉄ＳＳ刈谷 愛  知 1877 鳴海　琳大 ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ 中2 4:09.93

ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 中学 1874 山下　哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 中3
１３～１４歳1876 杉浦　征典 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 中2

1875 村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 中3

1 261 イトマン港北 神奈川 1487 川村　謙太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 中2 4:02.33
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1485 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 中2

１３～１４歳1486 吉田　和真 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 中2
1484 山田　未知 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 中3

2 279 ダッシュ三条 新  潟 1609 秋山　隆創 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 中2 4:01.81
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1607 田中　　楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 中3

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

3 130 柏洋・南 千  葉 734 大村　惟織 ｵｵﾑﾗ ｲｵﾘ 中3 4:00.85
ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 中学 735 井上　海晴 ｲﾉｳｴ ﾐﾊﾙ 中2

１３～１４歳733 北村瑚太朗 ｷﾀﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 中3
736 三浦　大志 ﾐｳﾗ ﾀｲｼ 中1

4 443 大野城ＳＣ 福  岡 2765 藤井　祐聖 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 中3 3:55.82
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

5 265 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 3:58.36
ｻｷﾞﾇﾏSCS 中学 1511 武藤　大晴 ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ 中3

１３～１４歳1512 武口　凌大 ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中2
1509 北島　拓馬 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 中3

6 141 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 千  葉 794 加藤　大晴 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 中3 4:01.24
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795 森田　碧大 ﾓﾘﾀ ｱｵｲ 中2
797 青山　龍生 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 中2

7 237 相模原ＤＣ 神奈川 1313 池　　瑛友 ｲｹ ｴｲﾄ 中3 4:02.11
ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学 1312 政野　　周 ﾏｻﾉ ﾒｸﾞﾙ 中3

１３～１４歳1315 西崎　瑛煌 ﾆｼｻﾞｷ ｴｲｼﾞｭ 中2
1311 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 中3

8 189 三菱養和ＳＳ 東  京 1023 山本　暉莉 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ 中2 4:02.70
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 1025 宮坂　洸慶 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾁｶ 中2

１３～１４歳1024 戸田健士郎 ﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 中2
1022 稲田理惹斗 ｲﾅﾀﾞ ﾘﾋﾄ 中3
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3組
0 409 コナミ明石 兵  庫 棄権

ｺﾅﾐｱｶｼ 一般
１３～１４歳

1 124 稲毛インター 千  葉 695 土屋　海人 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 中3 4:02.18
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 中学 698 尾﨑　大和 ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 中2

１３～１４歳696 松田　一志 ﾏﾂﾀ ｶｽﾞｼ 中2
697 植木　　駿 ｳｴｷ ｼｭﾝ 中2

2 244 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 4:01.65
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

3 117 VERDI 千  葉 681 横井　圭太 ﾖｺｲ ｹｲﾀ 中1 4:00.81
VERDI 中学 678 守屋　遼佑 ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 中3

１３～１４歳679 大久保朝陽 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ 中2
680 鈴木　天翔 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 中2

4 159 東京ＳＣ 東  京 916 塩田　直也 ｼｵﾀ ﾅｵﾔ 中2 3:55.15
ﾄｳｷｮｳSC 中学 914 堀切　啓柊 ﾎﾘｷﾘ ｹｲｼｭｳ 中3

１３～１４歳915 河井　桜輔 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 中2
912 仙北谷　豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ 中3

5 370 枚方ＳＳ 大  阪 2287 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 中2 3:58.24
ﾋﾗｶﾀSS 中学 2284 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 中3

１３～１４歳2286 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 中2
2285 山本　修斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 中2

6 229 コナミ林間 神奈川 1284 安藤　諒星 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ 中1 4:01.11
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中学 1282 森原　健斗 ﾓﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ 中3

１３～１４歳1283 東松　佑弥 ﾄｳｼｮｳ ﾕｳﾔ 中3
1281 吉岡　昌紀 ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 中3

7 460 スウィン北本 埼  玉 381 田中　快人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 中3 4:02.10
SWｷﾀﾓﾄ 中学 383 佐々木浩人 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 中2

１３～１４歳382 山本　　司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 中3
384 古江　　良 ﾌﾙｴ ﾘｮｳ 中1

8 355 イ ト マ ン 大  阪 2171 美濃　大悟 ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ 中2 4:02.62
ｲﾄﾏﾝ 中学 2169 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 中2

１３～１４歳2168 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 中3
2170 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 中2
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4組
0 28 ささはら塾 茨  城 210 野原　蒼太 ﾉﾊﾗ ｿｳﾀ 中2 4:03.21

ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ 中学 209 菅野　慶吾 ｽｶﾞﾉ ｹｲｺﾞ 中3
１３～１４歳211 松井　一樹 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 中2

208 飯塚　峻樹 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｼﾞ 中3

1 113 ＣＡＣＳＳ 千  葉 662 尾崎　太紀 ｵｻﾞｷ ﾀｲｷ 中2 4:02.18
CACSS 中学 663 芳澤　大翔 ﾖｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 中2

１３～１４歳664 菅野　玄唯 ｶﾝﾉ ｹﾞﾝｲ 中2
665 横田　赳大 ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ 中2

2 452 アクセス佐賀 佐  賀 2853 市丸　愛翔 ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ 中3 4:01.55
ｱｸｾｽｻｶﾞ 中学 2856 佐藤　想良 ｻﾄｳ ｿﾗ 中2

１３～１４歳2854 岩石　莉空 ｲﾜｲｼ ﾘｸ 中3
2855 歌野原誠仁 ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 中2

3 283 JSS金沢駅西 石  川 1655 林谷　颯真 ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ 中2 4:00.21
JSSｶﾅｻﾞﾜ 中学 1652 敦嶋　謙斗 ﾂﾙｼﾏ ｹﾝﾄ 中2

１３～１４歳1653 小河原蒼大 ｵｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 中2
1654 髙桑　裕斗 ﾀｶｸﾜ ﾕｳﾄ 中2

4 334 イトマン京都 京  都 2080 井上　諒哉 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 中2 3:53.48
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中学 2079 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 中2

１３～１４歳2078 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 中3
2081 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 中2

5 268 NECGSC溝の口 神奈川 1523 小山　雄大 ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 中2 3:58.20
NECGSC M 中学 1524 高田　誠仁 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 中1

１３～１４歳1522 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 中2
1521 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 中3

6 68 スウィン加須 埼  玉 449 中家　拓仁 ﾅｶｲｴ ﾀｸﾄ 中2 4:00.87
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 中学 447 根岸　海輝 ﾈｷﾞｼ ｶｲｷ 中2

１３～１４歳446 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中3
450 中家　賢仁 ﾅｶｲｴ ｹﾝﾄ 中2

7 319 津トップＳＣ 三  重 1969 松永　暖琉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ 中2 4:02.04
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1967 橋本　大翔 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 中3
1971 宮本　晄希 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 中2

8 205 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 東  京 1167 中野　康生 ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 中3 4:02.36
ﾐﾅﾐｾﾝｼﾞｭ 中学 1165 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 中3

１３～１４歳1166 児玉　裕太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 中3
1168 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中3

9 366 イトマン堺 大  阪 2244 堀川　舜介 ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 中2 4:10.65
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 中学 2243 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 中2

１３～１４歳2241 丹治　龍亮 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 中3
2242 花谷　奏汰 ﾊﾅﾀﾆ ｶﾅﾀ 中3
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