
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. 72 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＳＧＣ・佐野 288 岩本　幸大 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 小6
SGC 学童 285 尾﨑　元希 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 小6

289 川村　健太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 小5
287 溝口　新大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 小6

4 ジャパン高松 3181 岩﨑　大知 ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ 学童 3183 近藤　　快 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲ 小6

3182 山﨑　　慧 ﾔﾏｻｷ ｹｲ 小6
3184 村尾　柊人 ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ 小5

5 あかやまＳＳ 218 影山　　憧 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 217 玉井　大聖 ﾀﾏｲ ﾀｲｾｲ 小6

220 大野　心聖 ｵｵﾉ ｷﾖﾏ 小5
219 傳法ひなた ﾃﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾅﾀ 小6

6

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. 72 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｽｳｨﾝ大宮西 418 清水　優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 小6

SWｵｵﾐﾔﾆｼ 420 西　　十武 ﾆｼ ﾄｵﾑ 小5
416 渋谷　陽悠 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾕｳ 中1
417 市川　世流 ｲﾁｶﾜ ｾﾅ 小6

2 東京ＳＣ 1040 今村　陽向 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1038 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 小6

1041 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小6
1039 小松　匠史 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 小6

3 スウィン鷲宮 597 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 中1
SWﾜｼﾐﾔ 599 岡村　侑飛 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 小6

600 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小5
598 松山　　潤 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2998 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 小6
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2996 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 小6

2994 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 小6
2997 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 小6

5 イトマン千葉 869 錦織　孟徳 ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ 学童 871 敦賀　雄士 ﾂﾙｶﾞ ﾕｳﾄ 小5

870 川上　直輝 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ 小6
868 神田　壮澄 ｶﾝﾀﾞ ｿｳﾄ 小6

6 岡崎竜城ＳＣ 2218 工藤　　蓮 ｸﾄﾞｳ ﾚﾝ 小6
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 2217 倉橋　駿斗 ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ 小6

2216 山本　武蔵 ﾔﾏﾓﾄ ﾑｻｼ 小6
2219 加藤　晴陽 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋ 小6

7 スウィン前橋 361 田村　秀汰 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 360 片貝　冬馬 ｶﾀｶｲ ﾄｳﾏ 小6

362 目黒　　類 ﾒｸﾞﾛ ﾙｲ 小6
359 野中　　陸 ﾉﾅｶ ﾘｸ 小6
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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. 72 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 名鉄ＳＳ半田 2283 稲生　賢人 ｲﾉｳ ｹﾝﾄ 小6

ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 学童 2286 西尾亮太朗 ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6
2285 新井　義志 ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 小6
2284 竹内　晴輝 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 小6

2 おざわＳＳ 507 山下　蒔人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｷﾄ 小6
ｵｻﾞﾜSS 学童 504 鈴木　悠生 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 小6

505 杉山　健太 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀ 小6
506 松田　　歩 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ 小6

3 スウィン鴻巣 587 谷口　　翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 小6
SWｺｳﾉｽ 学童 588 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小6

590 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 小6
589 河野　大輔 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小6

4 イトマン西宮 2893 野村　光希 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2896 藤田　航輝 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 小6

2895 有友　俊平 ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小6
2897 内本　　輝 ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 小6

5 イ ト マ ン 2615 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2613 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 小6

2614 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小6
2611 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小6

6 コナミ北浦和 474 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小5
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 473 辻仲　祥康 ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 小6

472 井上　大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 小6
471 福冨　琥央 ﾌｸﾄﾐ ｺｵ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1627 藤本　勇斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾔﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1628 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 小5

1626 佐藤　能亜 ｻﾄｳ ﾉｱ 小6
1630 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 小5

8 JSS高槻中央 2677 濱口　煉生 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾈｵ 小6
JSSﾀｶﾂｷ 学童 2680 木佐木煌希 ｷｻｷ ｺｳｷ 小5

2678 浅原　大輝 ｱｻﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 小6
2679 袖山　　亮 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 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. 72 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｽｳｨﾝ宇都宮 298 松浦　幸大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小6

SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 301 小野口　昊 ｵﾉｸﾞﾁ ｿﾗ 小5
299 松下　知之 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 小6
300 井上　　謙 ｲﾉｳｴ ｹﾝ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 804 鈴木　楓羅 ｽｽﾞｷ ﾌｳﾗ 小6
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 807 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 小5

803 阿部　大瑚 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 小6
808 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小5

3 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1642 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1640 北田　久大 ｷﾀﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ 小6

1639 白井　　樹 ｼﾗｲ ｲﾂｷ 小6
1641 上野　　元 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 小6

4 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1337 小野　耀大 ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1334 石田　　樹 ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小6

1336 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 小6
1335 前田　拓海 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 小6

5 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3035 藤井　陽太 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 3037 安田　怜生 ﾔｽﾀﾞ ﾚｵ 小6

3036 山本　　琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 小6
3034 藤井　晴翔 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ宮の森 36 大橋　遙人 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾄ 小6
ｲﾄ･ﾐﾔﾉﾓﾘ 学童 34 笹川恵持朗 ｻｻｶﾞﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ 小6

37 宮地　音羽 ﾐﾔﾁﾞ ﾄﾜ 小6
35 多田羅鼓太郎 ﾀﾀﾗ ｺﾀﾛｳ 小6

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1689 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1692 古宮　稜晟 ｺﾐﾔ ﾘｮｳｾｲ 小6

1691 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小6
1693 石貝　拓海 ｲｼｶﾞｲ ﾀｸﾐ 小6

8 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 831 岡田　直恭 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 小6
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 834 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小6

832 光永　翔音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ 小6
833 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小6
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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. 72 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲府 1873 齋藤　優吾 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 小6

ﾌﾞﾙｰｺｳﾌ 学童 3492 藤本　龍星 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 小6
3493 若林　暖人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 小6
3494 藤川　高廉 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶﾔｽ 小6

2 ジャパン三木 3219 寺尾　温大 ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ 学童 3220 安田　拓哉 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 小6

3222 山岡　春輝 ﾔﾏｵｶ ﾊﾙｷ 小5
3221 岡崎　真也 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝﾔ 小6

3 アクラブ調布 953 下村　洋介 ｼﾓﾑﾗ ﾖｳｽｹ 小6
AQLUB CH 学童 950 村上尋之助 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ 小6

951 樋口　蒼大 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小6
952 高宮　碧海 ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ 小6

4 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1208 田代　　立 ﾀｼﾛ ﾘﾂ 小6
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1207 八木　瑞樹 ﾔｷﾞ ﾐｽﾞｷ 小6

1204 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 小6
1205 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 小6

5 スウィン熊谷 440 久保田大雅 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 439 手塚　俊輔 ﾃﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 小6

442 古屋　憲佑 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾋﾛ 小5
441 石井　浩樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 小5

6 ＪＳＳ長岡 1924 上村祐太朗 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 小6
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1926 相﨑　隆成 ｱｲｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 小6

1923 辻本　栄人 ﾂｼﾞﾓﾄ ｴｲﾄ 小6
1925 佐藤　琥珀 ｻﾄｳ ｺﾊｸ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 927 釣谷　颯大 ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 929 板垣　　慶 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲ 小5

930 白坂　親正 ｼﾗｻｶ ﾁｶﾏｻ 小5
928 佐藤　孝樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ 小6

8 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾 1280 堀本聖一郎 ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 小6
ﾒｶﾞﾛｽｶﾂｼ 学童 1282 吉永　琉汰 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 小6

1281 福田　乃斗 ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ 小6
1284 森山　　昊 ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ 小6
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