
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. 22 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１１～１２歳        大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 パル太田 2564 西本　翔太 ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 中1
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 2567 前田　琉惺 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 小6

2566 鳴神　掲太 ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ 小6
2565 奥本　陽登 ｵｸﾓﾄ ﾊﾙﾄ 小6

4 スウィン鴻巣 498 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 小6
SWｺｳﾉｽ 学童 496 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小6

495 谷口　　翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 小6
497 河野　大輔 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小6

5 御幸ヶ原ＳＳ 247 脇田　悠希 ﾜｷﾀ ﾊﾙｷ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 245 小川　煌晟 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 中1

244 芝　　秀剛 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 中1
246 澤田　直弥 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 小6

6

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 金町ＳＣ 830 横山　和士 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 中1

ｶﾅﾏﾁSC 中学 832 成川　　諒 ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳ 中1
831 栖原　　快 ｽﾊﾗ ｶｲ 中1
833 水橋　　諒 ﾐｽﾞﾊｼ ﾏｺﾄ 中1

1 岡崎竜城ＳＣ 1849 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 中学 1847 永井　　旭 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ 中1

1848 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中1
1850 水野　友翔 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 中1

2 スウィン埼玉 464 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 469 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小5

468 尾関　大地 ｵｾﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 小6
465 野本　真也 ﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ 中1

3 オーバル総社 2606 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 中1
OVALsoja 2608 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 小6

2609 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 小6
2607 上森　雅大 ｳｴﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 中1

4 ジャパン丸亀 2665 今井　崚雅 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 2667 浅野　琉盛 ｱｻﾉ ﾘｭｳｾｲ 小6

2666 竪石　海翔 ﾀﾃｲｼ ｶｲﾄ 中1
2664 今井　　晃 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 中1

5 アクラブ調布 816 樋口　蒼大 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小6
AQLUB CH 814 箸方　尚樹 ﾊｼｶﾀ ﾅｵｷ 中1

815 廣瀬　　帆 ﾋﾛｾ ｽｽﾑ 中1
817 高宮　碧海 ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ 小6

6 太陽教育ＳＣ 859 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小6
TKSC 857 鷲尾　郁洋 ﾜｼｵ ｲｸﾐ 中1

860 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小6
858 須藤　智弥 ｽﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 中1

7 イトマン西宮 2443 内本　　輝 ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 小6
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 2440 廣瀬　友海 ﾋﾛｾ ﾕｳ 中1

2442 有友　俊平 ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小6
2441 野村　光希 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 小6

8 ｽｳｨﾝ宇都宮 254 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 小6
SWｳﾂﾉﾐﾔ 255 小野口　昊 ｵﾉｸﾞﾁ ｿﾗ 小5

252 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中1
253 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中1

9 星の子ＳＳ 2099 古松　俊哉 ﾌﾙﾏﾂ ｼｭﾝﾔ 中1
ﾎｼﾉｺSS 2100 吉岡　優太 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾀ 小6

2097 福本翔一朗 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 中1
2098 下津　望巳 ｼﾓｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 コナミ伏見 2066 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 中1

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 中学 2064 関　萌々太 ｾｷ ﾓﾓﾀ 中1
2067 森谷　郁海 ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ 中1
2065 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中1

1 イ ト マ ン 2190 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2192 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小6

2191 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 小6
2189 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中1

2 ＡＣＥ 2121 安田　　陸 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 中1
ｴｰｽ 中学 2118 福満　　悠 ﾌｸﾐﾂ ﾕｳ 中1

2120 徳山　大策 ﾄｸﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ 中1
2119 福満　　亮 ﾌｸﾐﾂ ﾘｮｳ 中1

3 ＪＳＳ南光台 96 藤代　陸翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸﾄ 中1
JSSﾅﾝｺｳ 中学 98 宮本　結生 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ 中1

97 青木　　然 ｱｵｷ ｾﾞﾝ 中1
99 山際　啓斗 ﾔﾏｷﾞﾜ ｹｲﾄ 中1

4 東京ＳＣ 884 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 889 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小6

887 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 小6
886 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中1

5 稲毛インター 652 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小6
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 651 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 小6

650 沼倉龍之介 ﾇﾏｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 中1
649 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 中1

6 柏洋・南 664 鈴木　駿介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 中1
ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 中学 665 伊藤　　慧 ｲﾄｳ ｹｲ 中1

666 蔵本　大和 ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ 中1
663 福﨑　裕太 ﾌｸｻﾞｷ ﾕｳﾀ 中1

7 ビート伊万里 2813 寺川琉之介 ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 小6
ﾋﾞｰﾄｲﾏﾘ 2812 岩永　吉平 ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ 小6

2810 立川　晴太 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾀ 中1
2811 池田　龍生 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中1

8 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2537 山本　　琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 小6
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 2535 藤井　晴翔 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ 小6

2536 藤井　陽太 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 小6
2534 蓬莱　璃久 ﾎｳﾗｲ ﾘｸ 中1

9 ダッシュ新津 1636 加藤　吉浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 小6
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 1635 永井　凱夢 ﾅｶﾞｲ ｶｲﾑ 小6

1637 渡部　奏太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ 小5
1634 杉山　光佑 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1085 福原慎之介 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 小6

ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 1086 野村　昊佑 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 小6
1083 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中1
1084 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中1

1 岐阜ＳＳ 1990 大塚　淳平 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中1
ｷﾞﾌSS 1989 桐山慎太郎 ｷﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 中1

1991 中村　洸喜 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 小6
1988 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 中1

2 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 725 砂村　明彦 ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ 中1
ﾙ･ﾁｮｳｼ 724 藤代　舜真 ﾌｼﾞｼﾛ ｷﾖﾏ 中1

727 菅井　　希 ｽｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 小6
726 砂村　光彦 ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ 中1

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 707 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小6
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 708 小林　拓斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 小6

706 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小6
705 光永　翔音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ 小6

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1021 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1023 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 小6

1022 菊　　翔瑛 ｷｸ ｼｮｳｴｲ 中1
1024 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 小6

5 イトマン港北 1449 小堺　湧斗 ｺｻﾞｶｲ ﾕｳﾄ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 中学 1452 恒川　天嶺 ﾂﾈｶﾜ ｱﾏﾈ 中1

1450 古屋　　翼 ﾌﾙﾔ ﾂﾊﾞｻ 中1
1451 渡邉　慶一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 中1

6 ATSC.YW 1426 根本　泰志 ﾈﾓﾄ ﾀｲｼ 中1
ATSC.YW 1427 亀井　勇輝 ｶﾒｲ ﾕｳｷ 中1

1428 楠橋　康生 ｸｽﾊﾞｼ ｺｳｾｲ 小6
1429 杉浦優一朗 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6

7 枚方SS牧野 2324 宇野　舜哉 ｳﾉ ｼｭﾝﾔ 小6
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 2323 吉浦　源晴 ﾖｼｳﾗ ｹﾞﾝｾｲ 小6

2321 東　　蒼太 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾀ 中1
2322 藤井　優樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 中1

8 イトマン守口 2262 井上　寛太 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2265 花谷　友翼 ﾊﾅﾀﾆ ﾕｳｽｹ 中1

2267 高洲　誠祐 ﾀｶｽ ｾｲｽｹ 小6
2264 名倉楓太郎 ﾅｸﾞﾗ ﾌｳﾀﾛｳ 中1

9 ダッシュ三条 1617 津端　宏侑 ﾂﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 中1
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1618 伊藤　凰雅 ｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 中1

1615 永桶　　和 ﾅｶﾞｵｹ ﾔﾏﾄ 中1
1616 佐藤遼太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1
Page: 4/4 Printing: 2017/08/22 10:54:56

新  潟

加　盟

千  葉

東  京

神奈川

神奈川

大  阪

大  阪

東  京

岐  阜

千  葉


