
第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
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   5組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ＭＹＳ花畑 1237 小柳　優成 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ 小3
MYSﾊﾅﾊﾀ 学童 1236 芝　　寿樹 ｼﾊﾞ ｶｽﾞｷ 小4

1238 石山　翔太 ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小2
1235 長島　彰吾 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4

3 SW大教郡山 190 渡部　竣也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 小4
SWｺｵﾘﾔﾏ 学童 191 樽川　脩汰 ﾀﾙｶﾜ ｼｭｳﾀ 小4

192 澤井　　翔 ｻﾜｲ ｶｹﾙ 小4
193 大塚　彪冴 ｵｵﾂｶ ﾋｭｳｺﾞ 小4

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1696 渡辺　大輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 小4
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1695 三宅悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小4

1694 飯尾　誠悟 ｲｲｵ ｾｲｺﾞ 小4
1697 古宮　央翔 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾄ 小3

5 ＪＳＳ中川 2280 弘末　和司 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｼ 小4
JSSﾅｶｶﾞﾜ 学童 2281 瀬尾　凌平 ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ 小4

2278 犬飼　智也 ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ 小4
2279 秋田　陸玖 ｱｷﾀ ﾘｸ 小4

6 ＣＡＣＳＳ 棄権
CACSS

7

8
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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春季水泳競技大会     
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   5組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＳＡＴ雪ヶ谷 1316 柳澤　颯大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｿｳﾀ 小4

SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1318 村山　大雅 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 小4
1317 今西　健斗 ｲﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 小4
1315 乃木　優太 ﾉｷﾞ ﾕｳﾀ 小4

2 イ ト マ ン 2621 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小3
ｲﾄﾏﾝ 学童 2618 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 小4

2620 樋口　貴俊 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小3
2617 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小4

3 コナミ伏見 2456 永井　龍斗 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2458 長嶋　宏達 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 小3

2457 山口　雄毅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小3
2455 髙桑　茅颯 ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ 小4

4 スウィン北本 435 古江　　良 ﾌﾙｴ ﾘｮｳ 小3
SWｷﾀﾓﾄ 学童 433 橋本　健作 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｻｸ 小4

432 川端　輝樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾃﾙｷ 小4
434 佐々木浩人 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 小4

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1211 内藤　朱沙 ﾅｲﾄｳ ｱｽﾅ 小4
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1210 篠田　大輝 ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小4

1212 安達　夏輝 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｷ 小4
1213 渡辺　龍斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 小3

6 コナミ北浦和 480 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 478 秋山　友吾 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 小4

477 藤縄　武勝 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀｹﾏｻ 小4
476 新浜　陽介 ｼﾝﾊﾏ ﾖｳｽｹ 小4

7 三菱養和ＳＳ 1164 宮坂　洸慶 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾁｶ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1165 飯田　敦己 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ 小3

1166 滝沢　知哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小3
1163 山本　暉莉 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1431 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1432 姫野　修旗 ﾋﾒﾉ ｼｭｳｷ 小4

1433 青柳　雄大 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
1434 佐々木大馳 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 小3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 金町ＳＣ 976 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小3

ｶﾅﾏﾁSC 学童 973 濱田　　宙 ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ 小4
972 川目　柊陽 ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ 小4
971 吉村　朱翔 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ 小4

2 VERDI 751 鈴木　天翔 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 小4
VERDI 学童 750 久保皓太郎 ｸﾎﾞ ｺｳﾀﾛｳ 小4

752 原　　康介 ﾊﾗ ｺｳｽｹ 小3
749 大久保朝陽 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ 小4

3 枚方SS香里 2672 土井　健心 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ 小4
ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ 学童 2674 広岡　侑真 ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾏ 小4

2673 山内　祐輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 小4
2675 寺本　吏玖 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ 小3

4 ＳＡ一関 94 細川　敦人 ﾎｿｶﾜ ｱﾂﾄ 小4
SAｲﾁﾉｾｷ 学童 97 佐藤　磨生 ｻﾄｳ ﾏｵ 小3

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

5 スウィン鴻巣 593 成塚　政陽 ﾅﾘﾂﾞｶ ｾｲﾖｳ 小3
SWｺｳﾉｽ 学童 592 會田　　慧 ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ 小4

594 武笠　　礼 ﾑｶｻ ﾚｲ 小2
591 渡邉　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 小4

6 NECGSC溝の口 1825 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小4
NECGSC M 学童 1828 小山　雄大 ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小4

1829 高田　誠仁 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 小3
1827 西内　光希 ﾆｼｳﾁ ｺｳｷ 小4

7 ロンド東村山 1181 廣瀬　莉智 ﾋﾛｾ ﾘﾂ 小4
ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 1179 山田　悠生 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 小4

1180 中西　英陸 ﾅｶﾆｼ ｴﾘｸ 小4
1182 廣澤　伶於 ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ 小4

8 フィッツ竜王 1877 柏岡　瑶人 ｶｼｵｶ ﾕｳﾄ 小4
ﾌｨｯﾂﾘｭｳ 学童 1879 藤田　凌輔 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 小4

1878 茶谷　裕大 ﾁｬﾀﾆ ﾕｳﾀ 小4
1880 八木野航平 ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ 小4
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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   5組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 スウィン東光 501 森山　鉄平 ﾓﾘﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 503 小泉　孜恩 ｺｲｽﾞﾐ ｼｵﾝ 小3
500 半田　航大 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小4
502 久保　颯祐 ｸﾎﾞ ｿｳｽｹ 小4

2 スウィン熊谷 445 石井　和樹 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 448 小貝　宗大 ｵｶﾞｲ ｿｳﾀ 小3

444 青木朔太郎 ｱｵｷ ｻｸﾀﾛｳ 小4
447 串田　聖来 ｸｼﾀﾞ ｾﾗ 小4

3 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免 3339 齊藤　輝向 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾀ 小4
BSｼﾒ 学童 3338 中島　夢斗 ﾅｶｼﾏ ﾕﾒﾄ 小4

3337 宮坂琉偉志 ﾐﾔｻｶ ﾙｲｼ 小4
3336 諸熊　悠雅 ﾓﾛｸﾏ ﾕｳｶﾞ 小4

4 枚方ＳＳ 2764 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2763 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小4

2761 山本　修斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 小4
2762 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小4

5 スウィン鷲宮 602 木村ロメル ｷﾑﾗ ﾛﾒﾙ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 604 黒須　大希 ｸﾛｽ ﾀﾞｲｷ 小4

605 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小3
601 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小4

6 メイスポ茨木 2577 藤井　虹希 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 小4
ﾒｲｽﾎﾟ 学童 2576 船木　葉月 ﾌﾅｷ ﾊﾂﾞｷ 小4

2575 高橋　凌也 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 小4
2578 藤本航太朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 小3

7 大野城ＳＣ 3307 森田　脩嗣 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 小4
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3305 熊川　理久 ｸﾏｶﾞﾜ ﾘｸ 小4

3306 牟田　　蒼 ﾑﾀ ｱｵｲ 小4
3304 住川　広樹 ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ 小4

8 枚方SS牧野 2744 今福　和志 ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ 小4
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2745 飯坂　七星 ｲｲｻｶ ﾅﾅｾ 小4

2747 米田　光志 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ 小3
2746 安藤　　陽 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 小3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｽｳｨﾝ伊勢崎 329 加藤　颯馬 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 小4

SWｲｾｻｷ 学童 332 久保田啓太 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 小3
331 鈴木　朝陽 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 小3
330 小杉　琉斗 ｺｽｷﾞ ﾘｭｳﾄ 小4

2 太陽教育ＳＣ 1003 浅蔵　祥太 ｱｻｸﾗ ｼｮｳﾀ 小4
TKSC 学童 1007 飯野　開成 ｲｲﾉ ｶｲｾｲ 小4

1005 山崎　太雅 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 小4
1004 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 小4

3 コナミ林間 1525 芦田　一樹 ｱｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1526 岡村　雄広 ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 小4

1527 関　　一颯 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 小3
1524 井上　慧豪 ｲﾉｳｴ ｹｲｺﾞｳ 小4

4 イトマン京都 2509 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2510 土井仁之亮 ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ 小4

2512 岩鼻　悠輝 ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ 小4
2511 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小4

5 東京ＳＣ 1046 八木　太一 ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1048 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小4

1044 塩田　直也 ｼｵﾀ ﾅｵﾔ 小4
1043 刈谷　　守 ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ 小4

6 スウィン太田 379 坂上　瑛飛 ｻｶｶﾞﾐ ｴｲﾄ 小4
SWｵｵﾀ 学童 380 佐藤　晄成 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 小4

381 大山　拓己 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 小4
382 長岡　侑利 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 小3

7 スウィン埼玉 565 西上　聡汰 ﾆｼｶﾐ ｿｳﾀ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 563 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 小4

564 森　　翔大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 小4
567 四方田眞我 ﾖﾓﾀﾞ ｼﾝｶﾞ 小3

8 イトマン港北 1770 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1773 高橋　和月 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂ 小3

1771 柏屋龍之介 ｶｼﾜﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 小4
1772 田中　　駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 小4
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