
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. 70 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.58

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｽｳｨﾝ宇都宮 303 井上　諒哉 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 小4
SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 305 井上　　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 小3

304 手塚　礼響 ﾃﾂﾞｶ ﾚｵﾄ 小3
302 平出　　陽 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾊﾙ 小4

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

1826 長崎　秀汰 ﾅｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 小4
1829 高田　誠仁 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 小3

5 イトマン堺 2716 大仲　将颯 ｵｵﾅｶ ﾏｻｶｾﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2713 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 小4

2715 堀川　舜介 ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 小4
2714 良元　憲剛 ﾖｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞｳ 小4

6

7

8
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加　盟

栃  木

神奈川

大  阪



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. 70 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.58

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 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 1697 古宮　央翔 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾄ 小3

1694 飯尾　誠悟 ｲｲｵ ｾｲｺﾞ 小4
1695 三宅悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小4

3 ＣＡＣＳＳ 棄権
CACSS

4 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

5 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1434 佐々木大馳 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 小3
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1431 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ 小4

1433 青柳　雄大 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
1432 姫野　修旗 ﾋﾒﾉ ｼｭｳｷ 小4

6 神奈中秦野 1581 柳川　旺汰 ﾔﾅｶﾞﾜ ｵｳﾀ 小4
ｶﾅﾁｭｳSSH 学童 1578 太田　　航 ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 小4

1580 綴木　健太 ﾂﾂﾞﾘｷﾞ ｹﾝﾀ 小4
1579 波良　大輝 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 小4

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

8
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福  島

東  京

神奈川

埼  玉

加　盟

神奈川

千  葉



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. 70 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.58

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ロンド東村山 1178 澤田　晄生 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 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
1181 廣瀬　莉智 ﾋﾛｾ ﾘﾂ 小4

2 アシスト蟹江 2363 前田　　篤 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 小4
ｱｼｽﾄｶﾆｴ 学童 2365 佐藤　玄都 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 小3

2362 黒田　栄斗 ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ 小4
2364 三輪　侑真 ﾐﾜ ﾕｳﾏ 小4

3 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 1664 萩澤　　健 ﾊｷﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 学童 1666 廣本琥大郎 ﾋﾛﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 小3

1665 三好　悠太 ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 小4
1663 岸　　京吾 ｷｼ ｹｲｺﾞ 小4

4 東京ＳＣ 1043 刈谷　　守 ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ 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
1046 八木　太一 ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 小4

5 ＳＡ一関 96 瀧澤　裕成 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小3
SAｲﾁﾉｾｷ 学童 94 細川　敦人 ﾎｿｶﾜ ｱﾂﾄ 小4

97 佐藤　磨生 ｻﾄｳ ﾏｵ 小3
95 松村　優介 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 小4

6 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

7 イ ト マ ン 2616 乾アレクセイ ｲﾇｲ ｱﾚｸｾｲ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2621 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小3

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

8 スウィン熊谷 447 串田　聖来 ｸｼﾀﾞ ｾﾗ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 444 青木朔太郎 ｱｵｷ ｻｸﾀﾛｳ 小4

446 菱野　煌英 ﾋｼﾉ ｺｳｴｲ 小4
445 石井　和樹 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 小4
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埼  玉

加　盟

東  京

愛  知

神奈川

東  京
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福  岡



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. 70 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.58

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ林間 1524 井上　慧豪 ｲﾉｳｴ ｹｲｺﾞｳ 小4

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1527 関　　一颯 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 小3
1526 岡村　雄広 ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 小4
1525 芦田　一樹 ｱｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小4

2 ミミＳＣ品川 1350 神棒　悠音 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ 小4
ﾐﾐSC 学童 1351 吉田　　玲 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 小4

1352 林　　丈流 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小4
1353 中島　啓太 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 小3

3 太陽教育ＳＣ 1004 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 小4
TKSC 学童 1006 林　　融希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 小4

1007 飯野　開成 ｲｲﾉ ｶｲｾｲ 小4
1003 浅蔵　祥太 ｱｻｸﾗ ｼｮｳﾀ 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 2762 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小4

2761 山本　修斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 小4
2763 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小4

5 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 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
1773 高橋　和月 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂ 小3

6 スウィン太田 382 長岡　侑利 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 小3
SWｵｵﾀ 学童 383 峯　　拓未 ﾐﾈ ﾀｸﾐ 小2

380 佐藤　晄成 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 小4
379 坂上　瑛飛 ｻｶｶﾞﾐ ｴｲﾄ 小4

7 名鉄ＳＳ半田 2288 杉浦　征典 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 小4
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 学童 2290 森田　海惺 ﾓﾘﾀ ｶｲｾｲ 小4

2289 キクチレオ ｷｸﾁ ﾚｵ 小4
2287 細井　章吾 ﾎｿｲ ｼｮｳｺﾞ 小4

8 フィッツ青葉 1871 川口　心優 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳ 小3
ﾌｨｯﾂｱｵﾊﾞ 学童 1869 大森　理央 ｵｵﾓﾘ ﾘｵ 小4

1868 細野　泰聖 ﾎｿﾉ ﾀｲｾｲ 小4
1870 西口　拓輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 小3
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大  阪

神奈川

群  馬

愛  知

山  梨

加　盟

神奈川

東  京

東  京



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. 70 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.58

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1212 安達　夏輝 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｷ 小4

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1211 内藤　朱沙 ﾅｲﾄｳ ｱｽﾅ 小4
1210 篠田　大輝 ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小4
1213 渡辺　龍斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 小3

2 三菱養和ＳＳ 1163 山本　暉莉 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1164 宮坂　洸慶 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾁｶ 小4

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

3 金町ＳＣ 974 田口　聖空 ﾀｸﾞﾁ ｾｱ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 971 吉村　朱翔 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ 小4

972 川目　柊陽 ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ 小4
973 濱田　　宙 ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ 小4

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

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

5 スウィン鷲宮 601 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 603 植松　泰一 ｳｴﾏﾂ ﾀｲﾁ 小4

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

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

7 コナミ北浦和 479 樋口　瑛信 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 小3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 477 藤縄　武勝 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀｹﾏｻ 小4

480 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小3
478 秋山　友吾 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 小4

8 名鉄ＳＳ刈谷 2259 小野　慎平 ｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 小4
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2257 屋敷　哲平 ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

2256 清水　遥喜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 小4
2258 鳴海　琳大 ﾅﾙﾐ ﾘﾝﾀ 小4
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埼  玉

愛  知

加　盟

東  京

東  京

東  京

京  都

埼  玉

大  阪


