
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. 60 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1084 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 中1
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 1083 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 中1

1086 野村　昊佑 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 小6
1085 福原慎之介 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 小6

2 イ ト マ ン 2193 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝ 2189 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中1

2192 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小6
2190 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小6

3 金町ＳＣ 830 横山　和士 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 834 成田　怜央 ﾅﾘﾀ ﾚｵ 小6

833 水橋　　諒 ﾐｽﾞﾊｼ ﾏｺﾄ 中1
832 成川　　諒 ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳ 中1

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1169 脇川　颯斗 ﾜｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1167 平岩　佑絃 ﾋﾗｲﾜ ﾕｲﾄ 中1

1168 脇山　　俊 ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ 小6
1166 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中1

5 スウィン鷲宮 510 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 中1
SWﾜｼﾐﾔ 508 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 中1

511 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小5
509 植松　宗太 ｳｴﾏﾂ ｿｳﾀ 中1

6 スウィン高崎 288 昆野　太河 ｺﾝﾉ ﾀｲｶﾞ 中1
SWﾀｶｻｷ 287 野村　真紘 ﾉﾑﾗ ﾏﾋﾛ 中1

286 堀金　佑吏 ﾎﾘｶﾈ ﾕｳﾘ 中1
289 小島　颯太 ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2536 藤井　陽太 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 2538 安田　怜生 ﾔｽﾀﾞ ﾚｵ 小6

2537 山本　　琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 小6
2535 藤井　晴翔 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ 小6

8 スウィン埼玉 466 高柳　立空 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｸ 中1
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 467 坂巻　和真 ｻｶﾏｷ ｶｽﾞﾏ 中1

469 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小5
464 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
0

1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 706 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小6
DSCﾏﾂﾄﾞ 707 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小6

705 光永　翔音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ 小6
704 新井　勝凱 ｱﾗｲ ﾖｼﾄｷ 中1

2 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

3 イトマン守口 2265 花谷　友翼 ﾊﾅﾀﾆ ﾕｳｽｹ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2266 山川　啓太 ﾔﾏｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小6

2263 前村　幸直 ﾏｴﾑﾗ ｺｳﾏ 中1
2264 名倉楓太郎 ﾅｸﾞﾗ ﾌｳﾀﾛｳ 中1

4 ジャパン丸亀 2664 今井　　晃 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 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
2665 今井　崚雅 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 中1

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1022 菊　　翔瑛 ｷｸ ｼｮｳｴｲ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1021 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中1

1023 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 小6
1024 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1360 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 1359 北田　久大 ｷﾀﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ 小6

1357 大木　悠也 ｵｵｷ ﾕｳﾔ 中1
1358 白井　　樹 ｼﾗｲ ｲﾂｷ 小6

7 坂出伊藤ＳＳ 2690 戸川蓮太郎 ﾄｶﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 小6
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 2687 植田　蒼翔 ｳｴﾀ ｿﾗﾄ 中1

2688 丸野　望真 ﾏﾙﾉ ﾉｿﾞﾐ 中1
2689 花車　　壮 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ｿｳ 中1

8 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 613 鈴木　煌也 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 中学 612 櫻井　隼人 ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 中1

611 浦島　啓聖 ｳﾗｼﾏ ﾖｼｷ 中1
610 中原　大稀 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲｷ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 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

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

2 岸和田ＳＳ 2270 武内　孝太 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀ 中1
ｷｼﾜﾀﾞSS 中学 2273 馬原凜乃介 ｳﾏﾊﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 中1

2271 新谷　匠征 ｼﾝﾀﾆ ﾅﾙｾ 中1
2272 井手隆士朗 ｲﾃﾞ ﾘｭｳｼﾛｳ 中1

3 岡崎竜城ＳＣ 1847 永井　　旭 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 1851 倉橋　駿斗 ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ 小6

1849 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中1
1848 大河原英登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ 中1

4 東京ＳＣ 889 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 885 西川　隆皓 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ 中1

886 野口　琥徹 ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 中1
884 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 中1

5 ＡＣＥ 2118 福満　　悠 ﾌｸﾐﾂ ﾕｳ 中1
ｴｰｽ 2119 福満　　亮 ﾌｸﾐﾂ ﾘｮｳ 中1

2122 石部　蒼真 ｲｼﾍﾞ ｿｳﾏ 小6
2121 安田　　陸 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 中1

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

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

7 イトマン港北 1453 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1449 小堺　湧斗 ｺｻﾞｶｲ ﾕｳﾄ 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

8 ｽｳｨﾝ宇都宮 253 蓮沼　椋祐 ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 中1
SWｳﾂﾉﾐﾔ 255 小野口　昊 ｵﾉｸﾞﾁ ｿﾗ 小5

254 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 小6
252 大橋　和真 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 中1
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