
第40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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 20 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 ｽｳｨﾝ南越谷 557 吉野　宇太 ﾖｼﾉ ｳﾀ 小5
SWﾅﾝｺｼ 学童 556 小久保静空 ｺｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 小5

559 佐々木　晴 ｻｻｷ ﾊﾙ 小4
558 中村　凛太 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 1160 村上　央雅 ﾑﾗｶﾐ ｵｳｶﾞ 小4
ｾ･ﾐﾅﾐｾﾝ 学童 1158 中野　康生 ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 小5

1159 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小5
1157 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 小5

5 スウィン鷲宮 512 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 513 木村ロメル ｷﾑﾗ ﾛﾒﾙ 小4

515 黒須　大希 ｸﾛｽ ﾀﾞｲｷ 小4
516 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小3

6 ダッシュ三条 1621 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 小5
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 学童 1622 秋山　隆創 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 小4

1619 井伊　陽輝 ｲｲ ﾊﾙｷ 小5
1620 本間　　碧 ﾎﾝﾏ ｱｵ 小5

7

8

9
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第40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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 20 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 コナミ伏見 2070 永井　龍斗 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 小4

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2071 山口　雄毅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小3
2069 髙桑　茅颯 ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ 小4
2068 川中鼓太郎 ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ 小5

1 スウィン埼玉 473 西上　聡汰 ﾆｼｶﾐ ｿｳﾀ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 472 森　　翔大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 小4

471 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 小4
470 渡辺　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 小5

2 イトマン堺 2290 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2289 花谷　奏汰 ﾊﾅﾀﾆ ｶﾅﾀ 小5

2286 丹治　龍亮 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小5
2288 渕上　大輔 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 小5

3 枚方SS香里 2243 小川　礼央 ｵｶﾞﾜ ﾚｵ 小5
ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ 学童 2244 土井　健心 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ 小4

2245 山内　祐輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 小4
2247 寺本　吏玖 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ 小3

4 NECGSC溝の口 1508 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小5
NECGSC M 学童 1511 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小4

1507 秋山　真颯 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾝ 小5
1510 松井　智哉 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾔ 小5

5 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 685 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 小5
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 684 青山　瑛大 ｱｵﾔﾏ ｴｲﾀﾞｲ 小5

687 鈴木　優羅 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 小5
686 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小5

6 東京ＳＣ 891 千葉　楓真 ﾁﾊﾞ ﾌｳﾏ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 890 仙北谷　豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ 小5

897 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小4
893 岡田　賢星 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｾｲ 小5

7 ＳＡ一関 72 佐藤　陽琉 ｻﾄｳ ﾊﾙ 小5
SAｲﾁﾉｾｷ 学童 73 細川　敦人 ﾎｿｶﾜ ｱﾂﾄ 小4

74 松村　優介 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 小4
75 瀧澤　裕成 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小3

8 イ ト マ ン 2199 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小3
ｲﾄﾏﾝ 学童 2196 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小4

2198 樋口　貴俊 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小3
2194 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 小5

9 岐阜西ＳＣ 2006 清部　颯太 ｾｲﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 小5
ｷﾞﾌﾆｼsc 学童 2007 前澤　武斗 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｹﾄ 小5

2008 西尾　大槻 ﾆｼｵ ﾋﾛｷ 小4
2009 市橋　星七 ｲﾁﾊｼ ｾﾅ 小4
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第40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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 20 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ｽｳｨﾝ大宮西 354 松本　直人 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 小5

SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 355 土井　睦玖 ﾄﾞｲ ﾑﾂｷ 小4
356 志村　武溜 ｼﾑﾗ ﾀｹﾙ 小4
353 冨士　大和 ﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ 小5

1 ｲﾄﾏﾝ東伏見 792 白坂　親正 ｼﾗｻｶ ﾁｶﾏｻ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 791 長谷川晄央 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｵ 小5

793 篠田　慶仁 ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾄ 小5
794 西田　達貴 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 小4

2 スウィン鴻巣 501 渡邉　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 小4
SWｺｳﾉｽ 学童 503 成塚　政陽 ﾅﾘﾂﾞｶ ｾｲﾖｳ 小3

500 加藤　大翔 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 小5
499 福島　　楓 ﾌｸｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小5

3 スウィン加須 434 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小5
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 437 宮木茂寿和 ﾐﾔｷ ﾓﾄﾜ 小4

436 藤原　千昌 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾏｻ 小4
435 根岸　海輝 ﾈｷﾞｼ ｶｲｷ 小4

4 イトマン京都 2103 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2105 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小4

2104 土井仁之亮 ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ 小4
2102 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 小5

5 ＫＳＧミドリ 2633 小埜　颯介 ｵﾉ ｿｳｽｹ 小4
KSGﾐﾄﾞﾘ 学童 2629 瀬尾日々輝 ｾｵ ﾋﾋﾞｷ 小5

2632 津江　優太 ﾂｴ ﾕｳﾀ 小5
2630 柴村　悠真 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ 小5

6 金町ＳＣ 棄権
ｶﾅﾏﾁSC

7 名鉄ＳＳ刈谷 1884 村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 小5
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 1885 屋敷　哲平 ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

1883 福田　陽生 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ 小5
1882 中野　和真 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾏ 小5

8 あかやまＳＳ 170 深野　永大 ﾌｶﾉ ｴｲﾀ 小5
ｱｶﾔﾏSS 学童 172 稲垣　翔太 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 小4

173 秋庭　聡大 ｱｷﾊﾞ ｿｳﾀ 小4
171 伏木　和輝 ﾌｾｷﾞ ｶｽﾞｷ 小5

9 ようどう館佐 2891 西山　一歩 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 小4
ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ 学童 2889 福井　優星 ﾌｸｲ ﾕｳｾｲ 小5

2890 橋本　輝仁 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ 小4
2888 岩永　　悠 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳ 小5
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第40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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 20 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 名古屋ＳＣ 1836 堀田　武蔵 ﾎｯﾀ ﾑｻｼ 小5

ﾅｺﾞﾔSC 学童 1838 田中　稜大 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 小4
1837 平松　知樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｷ 小4
1835 小野　琉星 ｵﾉ ﾘｭｳｾｲ 小5

1 郡山インター 142 石川　結心 ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾝ 小5
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 学童 145 石川　遼弥 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 小4

143 村上　貫太 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾀ 小5
144 竹田　孝河 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ 小4

2 星田SS 2385 山下しおん ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 小5
ﾎｼﾀﾞSS 学童 2387 高森　大賀 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 小4

2386 福田　夕晟 ﾌｸﾀﾞ ﾕｲ 小5
2384 辻　　翔太 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 小5

3 柏洋・江 677 森田　瑛斗 ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ 小5
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ 学童 676 菅原　幹太 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 小5

678 深澤　拓斗 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾄ 小5
674 大渕　　航 ｵｵﾌﾞﾁ ﾜﾀﾙ 小5

4 スウィン北本 368 田中　快人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 小5
SWｷﾀﾓﾄ 学童 366 篠塚　孝生 ｼﾉﾂｶ ｺｳｷ 小5

367 笹井　宏達 ｻｻｲ ｺｳﾀﾂ 小5
369 山本　　司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 小5

5 枚方ＳＳ 2337 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2335 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小4

2336 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小4
2334 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 小5

6 ジャパン観 2674 福田　航平 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小5
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 2673 小西　啓太 ｺﾆｼ ｹｲﾀ 小5

2675 上川　諒大 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀ 小5
2672 星川　　響 ﾎｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 小5

7 アーデル 630 畑中　　悠 ﾊﾀﾅｶ ﾊﾙ 小5
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 632 寶地　航琉 ﾎｳﾁ ﾜﾀﾙ 小4

633 岩崎　　洸 ｲﾜｻｷ ｺｳ 小3
631 岩瀬壮一郎 ｲﾜｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 小5

8 アクラブ稲城 934 成田　律己 ﾅﾘﾀ ﾘﾂｷ 小5
AQLUB IG 学童 936 間瀬　知尚 ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ 小4

933 向田想一朗 ﾑｶｲﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 小5
935 丸谷　健流 ﾏﾙﾀﾆ ﾀｹﾙ 小5

9 コナミ明石 2469 福田　將真 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 小4
ｺﾅﾐｱｶｼ 学童 2468 藤原　直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 小5

2466 花澤　柊太 ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 小5
2467 藤原　佳己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 小5
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