
第41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. 20 男子    4x50m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ｲﾄﾏﾝひばり 2218 今田　裕介 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 学童 2220 菅　　康季 ｽｶﾞ ｺｳｷ 小4

2217 渡邊　日葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 小5
2219 雲岡　大智 ｸﾓｵｶ ﾀﾞｲﾁ 小4

2 釧路ＳＣ 4 髙橋　涼世 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ 小4
ｸｼﾛSC 学童 3 濱口壯一朗 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4

2 花田　脩平 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 小4
1 川原　大芽 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 小4

3 ＳＧＣ・佐野 262 溝口　舜大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 小4
SGC 学童 260 落合　由征 ｵﾁｱｲ ﾕｲﾄ 小5

261 戸室　一吹 ﾄﾑﾛ ｲﾌﾞｷ 小5
263 川島　大歩 ｶﾜｼﾏ ﾄｱ 小4

4 ｽｳｨﾝ伊勢崎 296 久保田啓太 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 小4
SWｲｾｻｷ 学童 297 中山　晴成 ﾅｶﾔﾏ ｾﾅ 小4

293 小杉　琉斗 ｺｽｷﾞ ﾘｭｳﾄ 小5
295 鈴木　朝陽 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 小4

5 スウィン鴻巣 528 會田　　慧 ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ 小5
SWｺｳﾉｽ 学童 531 武笠　　礼 ﾑｶｻ ﾚｲ 小3

529 遠藤　知輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 小4
530 成塚　政陽 ﾅﾘﾂﾞｶ ｾｲﾖｳ 小4

6 イトマン西宮 2431 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2432 田中琥汰郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 小4

2433 藤田　悠輔 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 小4
2434 塚原　　蓮 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ 小4

7 スウィン北本 404 古江　　良 ﾌﾙｴ ﾘｮｳ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 406 広江　夏望 ﾋﾛｴ ﾅﾓ 小4

405 新垣　侑生 ｱﾗｶｷ ﾕｳ 小4
403 佐々木浩人 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 小5

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1448 渡辺　大輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 小5

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1452 曳地　凌介 ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ 小4
1451 山川　大翔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 小4
1449 古宮　央翔 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾄ 小4

1 ＳＡ一関 84 瀧澤　裕成 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小4
SAｲﾁﾉｾｷ 学童 86 佐藤　磨生 ｻﾄｳ ﾏｵ 小4

85 橋浦　慶太 ﾊｼｳﾗ ｹｲﾀ 小4
83 森松　彩夢 ﾓﾘﾏﾂ ｱﾕﾑ 小5

2 金町ＳＣ 842 濱田　　宙 ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 841 川目　柊陽 ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ 小5

845 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小4
843 田口　聖空 ﾀｸﾞﾁ ｾｱ 小5

3 コナミ北浦和 447 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 445 秋山　友吾 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 小5

444 藤縄　武勝 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀｹﾏｻ 小5
446 樋口　瑛信 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 小4

4 スウィン鷲宮 540 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 539 黒須　大希 ｸﾛｽ ﾀﾞｲｷ 小5

542 小林　富士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞ 小3
537 木村ロメル ｷﾑﾗ ﾛﾒﾙ 小5

5 コナミ伏見 2064 長嶋　宏達 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2065 太田　歩睦 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 小4

2063 山口　雄毅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小4
2062 永井　龍斗 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 小5

6 SW大教大宮東 429 木須　　新 ｷｽ ｱﾗﾀ 小5
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 428 川田　優希 ｶﾜﾀ ﾕｳｷ 小5

431 辻橋　孝亮 ﾂｼﾞﾊｼ ｺｳｽｹ 小4
430 正木　快飛 ﾏｻｷ ｶｲﾄ 小4

7 アーデル 644 寳地　航琉 ﾎｳﾁ ﾜﾀﾙ 小5
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 647 岩崎　　洸 ｲﾜｻｷ ｺｳ 小4

645 永田　悠翔 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 小4
646 太田　海輝 ｵｵﾀ ｶｲｷ 小4

8 ＪＳＳ立石 876 下城　風弥 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾌｳﾔ 小5
JSSﾀﾃｲｼ 学童 877 石川　一陽 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 小4

875 三田涼太朗 ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小5
878 八田琉之介 ﾊｯﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 小4

9 イトマン京都 2092 岩鼻　悠輝 ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2096 石崎　瑛人 ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ 小4

2097 中辻　　新 ﾅｶﾂｼﾞ ｼﾝ 小4
2093 岡田　　格 ｵｶﾀﾞ ｲﾀﾙ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 Ｚｉｐ麻生 40 千葉　　奏 ﾁﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ 小5

Zipｱｻﾞﾌﾞ 学童 41 木村　翠杏 ｷﾑﾗ ｼｱﾝ 小5
42 石崎　　豪 ｲｼｻﾞｷ ｺﾞｳ 小4
39 髙倉　飛馬 ﾀｶｸﾗ ﾄｳﾏ 小5

1 メイスポ茨木 2154 磯田　　遼 ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳ 小4
ﾒｲｽﾎﾟ 学童 2151 船木　葉月 ﾌﾅｷ ﾊﾂﾞｷ 小5

2153 藤本航太朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 小4
2152 藤井　虹希 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 小5

2 枚方SS牧野 2303 安藤　　陽 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 小4
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2301 飯坂　七星 ｲｲｻｶ ﾅﾅｾ 小5

2304 米田　光志 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ 小4
2302 濱口　玲弥 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｲﾔ 小4

3 神奈中ＳＳ 1348 中野　輝音 ﾅｶﾉ ｷﾗ 小4
ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1346 小林　優心 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾝ 小5

1345 齋藤　　龍 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ 小5
1347 作前　颯汰 ｻｸﾏｴ ｿｳﾀ 小4

4 イ ト マ ン 2186 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2187 馬場　俊輔 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 小5

2189 樋口　貴俊 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小4
2190 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小4

5 太陽教育ＳＣ 869 飯野　開成 ｲｲﾉ ｶｲｾｲ 小5
TKSC 学童 867 山崎　太雅 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 小5

866 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 小5
865 上村　琉生 ｳｴﾑﾗ ﾘｳ 小5

6 イトマン港北 1508 田中　　駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1506 柏屋龍之介 ｶｼﾜﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 小5

1507 吉田　和真 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 小5
1509 高橋　和月 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂ 小4

7 スウィン埼玉 506 四方田眞我 ﾖﾓﾀﾞ ｼﾝｶﾞ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 505 小黒　澪生 ｵｸﾞﾛ ﾚｲ 小5

507 長岡　侑利 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 小4
504 小口　太希 ｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ 小5

8 ＪＳＳ八王子 1214 八尋　　烈 ﾔﾋﾛ ﾚﾂ 小5
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1215 小名木茜之介 ｵﾅｷﾞ ｾﾝﾉｽｹ 小5

1217 久保　歩拓 ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 小4
1216 高家　大地 ﾀｶﾔ ﾀﾞｲﾁ 小4

9 ｽｳｨﾝ南越谷 583 佐々木　晴 ｻｻｷ ﾊﾙ 小5
SWﾅﾝｺｼ 学童 582 中村　凛太 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀ 小5

585 桶作　英煌 ｵｹｻｸ ｴｲｺｳ 小4
584 渡部　来輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲｷ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 塚口ＳＳ 2414 杉本　和真 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 小5

ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2415 大﨑　一輝 ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ 小4
2416 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 小4
2417 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 小4

1 スウィン越谷 556 雨海　唯斗 ｱﾏｶﾞｲ ﾕｲﾄ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 557 寺下　大和 ﾃﾗｼﾀ ﾔﾏﾄ 小4

558 石坂　　俊 ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝ 小4
555 石川　悠靖 ｲｼｶﾜ ﾕｳｾｲ 小5

2 スウィン東光 461 小泉　孜恩 ｺｲｽﾞﾐ ｼｵﾝ 小4
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 459 森山　鉄平 ﾓﾘﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 小5

458 島村　光翔 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 小5
460 久保　颯祐 ｸﾎﾞ ｿｳｽｹ 小5

3 スウィン熊谷 418 串田　聖来 ｸｼﾀﾞ ｾﾗ 小5
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 416 河野　峻太 ｺｳﾉ ｼｭﾝﾀ 小5

417 菱野　煌英 ﾋｼﾉ ｺｳｴｲ 小5
419 小貝　宗大 ｵｶﾞｲ ｿｳﾀ 小4

4 東京ＳＣ 902 柳内　大流 ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 898 八木　太一 ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 小5

899 松本　祐輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 小5
900 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小5

5 大野城ＳＣ 2697 森田　脩嗣 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 小5
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 2696 牟田　　蒼 ﾑﾀ ｱｵｲ 小5

2699 中園　陸斗 ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ 小4
2698 陣内　隼人 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ 小5

6 ロンド東村山 1046 廣瀬　莉智 ﾋﾛｾ ﾘﾂ 小5
ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 1048 斎藤　晴希 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 小4

1045 中西　英陸 ﾅｶﾆｼ ｴﾘｸ 小5
1047 廣澤　伶於 ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ 小5

7 三菱養和ＳＳ 1025 逸見　太一 ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1027 滝沢　知哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小4

1026 飯田　敦己 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ 小4
1028 渡邊　陽仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小4

8 枚方ＳＳ 2318 村嶌　秀太 ﾑﾗｼﾏ ｼｭｳﾀ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2319 ｼｪﾊﾟｰﾄﾞｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ ｱﾚｷｻ 小4

2320 森　翔太郎 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
2317 羽田　瑛人 ﾊﾀﾞ ｴｲﾄ 小5

9 BIG-S姫路 2437 吉浦　立稀 ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ 小5
big-sﾋﾒｼ 学童 2440 縄田　航希 ﾅﾜﾀ ｺｳｷ 小4

2439 北野　元就 ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ 小4
2438 三田　啓介 ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 小5
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