
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. :  218 男子 4x100m メドレーリレー 予選

ＣＳ 大会記録   3:41.55

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

2 338 大体大浪商 大  阪 2111 細川　　碧 ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ 高1 3:55.31
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 2107 西田　一生 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高3

ＣＳ 2112 青山　吉伸 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 高1
2106 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 高3

3 388 須磨学園高校 兵  庫 2372 前田　駿太 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 高3 3:55.25
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 2373 菅野　広大 ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 高2

ＣＳ 2375 齊藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 高1
2374 松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1

4 325 京都外大西高 京  都 2041 加藤　大喜 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 高1 3:55.06
KGN 高校 2039 辻本　祥大 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 高3

ＣＳ 2038 團　　昴星 ﾀﾞﾝ ｽﾊﾞﾙ 高3
2040 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 高2

5 454 長崎南山 長  崎 2862 橋口　天晴 ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ 高3 3:55.23
NGSﾅﾝｻﾞﾝ 高校 2864 山口　楓芽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ 高3

ＣＳ 2865 谷口　　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 高2
2863 森山　　遼 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ 高3

6 12 仙台二華 宮  城 99 髙橋　長将 ﾀｶﾊｼ ﾅｶﾞﾏｻ 高2 3:55.31
ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ 高校 100 小野寺　優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 高2

ＣＳ 101 千葉　純大 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾋﾛ 高1
98 高橋　遥馬 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 高3

7 284 ＳＡ松任 石  川 1664 砂田　昇哩 ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳﾘ 高1 3:55.37
SAﾏｯﾄｳ 一般 1665 高井　直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ 中3

ＣＳ 1662 衣笠　　碧 ｷﾇｶﾞｻ ｱｵｲ 高3
1663 丸木　悠生 ﾏﾙｷ ﾕｳ 高1
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2組
0 324 洛南高校 京  都 2030 中村　泰誠 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 高3 3:53.52

ﾗｸﾅﾝ 高校 2034 森谷　郁海 ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ 高2
ＣＳ 2032 永井　悠介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 高3

2031 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 高3

1 13 東北学院 宮  城 106 高橋康太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 高2 3:50.79
ｶﾞｸｲﾝ 高校 107 木村　　颯 ｷﾑﾗ ｿｳ 高2

ＣＳ 104 松原　晴太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 高3
105 青塚美賀琉 ｱｵﾂｶ ﾐｶﾙ 高2

2 303 中京大中京高 愛  知 1818 安江　有貴 ﾔｽｴ ﾕｳｷ 高2 3:46.43
CHUKYO 高校 1819 杉浦凜汰郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 高2

ＣＳ 1820 三輪田理央 ﾐﾜﾀﾞ ﾘｵ 高2
1821 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 高2

3 58 スウィン北本 埼  玉 375 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 高3 3:44.91
SWｷﾀﾓﾄ 高校 379 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 高2

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

4 263 イトマン港北 神奈川 1483 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 高1 3:43.39
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 高校 1479 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 高3

ＣＳ 1482 上川畑　英 ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ 高2
1480 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 高3

5 86 スウィン鴻巣 埼  玉 511 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 高2 3:44.38
SWｺｳﾉｽ 高校 513 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 高1

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

6 121 稲毛インター 千  葉 691 肥田慎之介 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 高3 3:45.12
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 一般 693 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 高1

ＣＳ 694 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 中3
692 白岩　凜恩 ｼﾗｲﾜ ﾘｵﾝ 高2

7 315 豊川高 愛  知 1924 笠原　大知 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 高2 3:50.12
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1925 川人　玲温 ｶﾜﾋﾄ ﾚﾝ 高2

ＣＳ 1926 與河　大起 ﾖｶﾜ ﾀﾞｲｷ 高2
1923 菊地　善喜 ｷｸﾁ ｲｲ 高3

8 300 名古屋高 愛  知 1811 佐竹　悠大 ｻﾀｹ ﾊﾙﾄ 高2 3:52.75
ﾅｺﾞﾔｺｳ 高校 1806 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 高3

ＣＳ 1805 田村　駿典 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高3
1812 宇野　巧望 ｳﾉ ﾀｸﾐ 高2

9 342 桃山学院 大  阪 2137 山口　哩駈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 高1 3:54.99
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ 高校 2128 黒田　晴人 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高3

ＣＳ 2135 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 高1
2130 續　　竜成 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 高2
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3組
0 386 市川高校 兵  庫 3102 濱野　瑠亜 ﾊﾏﾉ ﾙｱ 高3 3:53.39

ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ 高校 3101 小川　雄大 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ 高3
ＣＳ 3103 倉橋　宙史 ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 高3

2370 森田　遥大 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ 高3

1 65 アテナＡＭＣ 埼  玉 428 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 高3 3:50.54
Athena 高校 430 白石　快斗 ｼﾗｲｼ ｶｲﾄ 高2

ＣＳ 431 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高2
429 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 高3

2 440 東福岡 福  岡 2762 竹原　秀一 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高2 3:45.30
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 高校 2759 出口　雄騎 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高3

ＣＳ 2760 原　　空輝 ﾊﾗ ﾀｶｷ 高3
2761 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 高3

3 234 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 3:44.58
ﾖｺﾊﾏSC 高校 1303 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 高2

ＣＳ 1301 小笠　将貴 ｵｶﾞｻ ｼｮｳｷ 高3
1304 小澤　壮志 ｵｻﾞﾜ ｿｳｼ 高1

4 238 神奈中ＳＳ 神奈川 1331 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 高1 3:43.25
ｶﾅﾁｭｳSS 高校 1330 大塚　　心 ｵｵﾂｶ ｼﾝ 高1

ＣＳ 1329 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 高3
1328 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 高3

5 341 関大北陽 大  阪 2119 三光　哲平 ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ 高3 3:43.84
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 2122 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 高2

ＣＳ 2121 桑島　崚介 ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 高2
2120 辻岡　　翼 ﾂｼﾞｵｶ ﾂﾊﾞｻ 高3

6 403 コナミ西宮 兵  庫 2447 吉武伸之助 ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 中2 3:44.98
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 一般 2442 重塚　　笙 ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ 高3

ＣＳ 2444 山岡　大晟 ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ 高1
2443 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 高3

7 457 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 3:48.57
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 2905 新福　大地 ｼﾝﾌﾟｸ ﾀﾞｲﾁ 高2

ＣＳ 2906 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 高2
2904 橋口晶太郎 ﾊｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3

8 456 大分雄城台高 大  分 2889 島末　匠真 ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ 高1 3:52.36
ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ 高校 2887 池﨑　勇真 ｲｹｻﾞｷ ﾕｳﾏ 高3

ＣＳ 2888 安倍　一稀 ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 高2
2886 沓掛　修也 ｸﾂｶｹ ｼｭｳﾔ 高3

9 215 日大高 神奈川 1231 貝塚　航基 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 高3 3:54.11
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1232 村井　洸太 ﾑﾗｲ ｺｳﾀ 高3

ＣＳ 1234 池　　琉晴 ｲｹ ﾘｭｳｾｲ 高2
1233 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 高2
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4組
0 447 ＫＳＧときわ 福  岡 2808 渡辺　健士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 高2 3:52.79

KSGﾄｷﾜSS 高校 2805 辻　翔太郎 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
ＣＳ 2804 伊東　　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 高3

2807 冨野　陽輝 ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ 高2

1 271 日本文理 新  潟 1568 田中　　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 高2 3:50.52
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 1564 柳橋　　成 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼﾞｮｳ 高3

ＣＳ 1567 羽生　朝喜 ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 高2
1565 長谷川真大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 高3

2 213 湘南工大附 神奈川 1225 西村　優雅 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 高1 3:45.27
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1220 佐枝　宥河 ｻｴﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 高2

ＣＳ 1218 草野　光希 ｸｻﾉ ﾐﾂｷ 高3
1223 スコット龍海 ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ 高2

3 134 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 千  葉 754 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 高3 3:44.39
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 高校 753 西田　貫介 ﾆｼﾀﾞ ｶﾝｽｹ 高3

ＣＳ 756 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3
757 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 高3

4 345 太成学院大高 大  阪 2139 三木慎之介 ﾐｷ ｼﾝﾉｽｹ 高3 3:42.72
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 2140 眞木　天翔 ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ 高3

ＣＳ 2144 山田　啓史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 高2
2143 宇野　　陸 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 高3

5 144 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 千  葉 791 柳澤　朝日 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 高3 3:43.62
ｾ-ﾐﾅﾐｷﾞｮ 高校 790 工藤　大空 ｸﾄﾞｳ ﾀｸ 高3

ＣＳ 793 櫻井　碧人 ｻｸﾗｲ ｱｵﾄ 高2
792 加藤　弘晴 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 高2

6 186 三菱養和ＳＳ 東  京 1017 熊谷　修吾 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ 高2 3:44.95
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高校 1019 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 高2

ＣＳ 1018 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 高2
1021 髙尾　彬理 ﾀｶｵ ｱﾝﾘ 高1

7 145 日大豊山 東  京 816 田中　雄貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 高3 3:48.35
ﾌﾞｻﾞﾝ 高校 821 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 高2

ＣＳ 813 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 高3
818 柳本幸之介 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 高3

8 349 イ ト マ ン 大  阪 2163 小東　真皓 ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ 高1 3:51.44
ｲﾄﾏﾝ 高校 2160 大日向海斗 ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ 高3

ＣＳ 2164 山本　　琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 高1
2161 重藤　流世 ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高2

9 35 白鴎大足利 栃  木 256 尾﨑　元希 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 高1 3:53.76
ﾊｸｵｳ 高校 254 張田　聖也 ﾊﾘﾀ ｾｲﾔ 高2

ＣＳ 255 瀧澤　悠太 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 高1
253 手塚　友己 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 高3
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