
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. 76 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１０歳以下          大会記録  2:10.60

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 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 1449 古宮　央翔 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾄ 小4

1450 伊藤　礼恩 ｲﾄｳ ﾚｵﾝ 小4
1452 曳地　凌介 ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ 小4

2 ｽｳｨﾝあざみ 310 神尾　凌河 ｶﾐｵ ﾘｮｳｶﾞ 小5
SWｱｻﾞﾐ 学童 313 和田　颯人 ﾜﾀﾞ ﾊﾔﾄ 小4

312 室伏　悠斗 ﾑﾛﾌﾞｾ ﾊﾙﾄ 小4
311 高野旺美臣 ﾀｶﾉ ﾚﾐｵ 小4

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

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

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 900 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小5

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

5 金町ＳＣ 843 田口　聖空 ﾀｸﾞﾁ ｾｱ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 844 田鍋　塁大 ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 小4

841 川目　柊陽 ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ 小5
842 濱田　　宙 ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ 小5

6 岡崎竜城SC南 1855 川崎　栞太 ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ 小5
ﾀﾂｷSCﾐﾅﾐ 学童 1854 上村　海斗 ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ 小5

1857 大川　輝翔 ｵｵｶﾜ ｷﾗﾄ 小4
1856 林　　利晃 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 小5

7 ｽｳｨﾝ伊勢崎 295 鈴木　朝陽 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 小4
SWｲｾｻｷ 学童 294 石橋　　駿 ｲｼﾊﾞｼ ｼｭﾝ 小5

296 久保田啓太 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 小4
293 小杉　琉斗 ｺｽｷﾞ ﾘｭｳﾄ 小5
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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. 76 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１０歳以下          大会記録  2:10.60

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 太陽教育ＳＣ 866 小島　大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 小5
TKSC 学童 868 林　　融希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 小5

869 飯野　開成 ｲｲﾉ ｶｲｾｲ 小5
867 山崎　太雅 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 小5

2 スウィン大宮 383 石川　将暉 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 小4
SWｵｵﾐﾔ 学童 384 金澤孝之介 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 小4

385 石橋　　悠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ 小4
386 岸上　晃大 ｷｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 小4

3 Ｚｉｐ麻生 42 石崎　　豪 ｲｼｻﾞｷ ｺﾞｳ 小4
Zipｱｻﾞﾌﾞ 学童 41 木村　翠杏 ｷﾑﾗ ｼｱﾝ 小5

39 髙倉　飛馬 ﾀｶｸﾗ ﾄｳﾏ 小5
40 千葉　　奏 ﾁﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ 小5

4 スウィン鷲宮 539 黒須　大希 ｸﾛｽ ﾀﾞｲｷ 小5
SWﾜｼﾐﾔ 学童 538 植松　泰一 ｳｴﾏﾂ ﾀｲﾁ 小5

540 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小4
537 木村ロメル ｷﾑﾗ ﾛﾒﾙ 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 2695 横山　　蒼 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 小5

2696 牟田　　蒼 ﾑﾀ ｱｵｲ 小5
2698 陣内　隼人 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ 小5

6 三菱養和ＳＳ 1024 垣見　　尊 ｶｷﾐ ﾀｹﾙ 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
1025 逸見　太一 ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ 小5

7 スウィン埼玉 507 長岡　侑利 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 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

506 四方田眞我 ﾖﾓﾀﾞ ｼﾝｶﾞ 小4
504 小口　太希 ｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ 小5
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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. 76 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１０歳以下          大会記録  2:10.60

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 イトマン京都 2094 藤田　拓大 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2095 杉田　大翔 ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾄ 小4

2096 石崎　瑛人 ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ 小4
2092 岩鼻　悠輝 ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ 小5

2 イ ト マ ン 2188 美濃　大悟 ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2187 馬場　俊輔 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 小5

2190 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小4
2186 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 小5

3 枚方ＳＳ 2321 長谷川奏斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2317 羽田　瑛人 ﾊﾀﾞ ｴｲﾄ 小5

2320 森　翔太郎 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
2318 村嶌　秀太 ﾑﾗｼﾏ ｼｭｳﾀ 小5

4 コナミ北浦和 446 樋口　瑛信 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 444 藤縄　武勝 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀｹﾏｻ 小5

447 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小4
445 秋山　友吾 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 小5

5 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

6 ＫＳＧ柳川 2766 西田　瑞稀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 小4
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 学童 2764 山田　聡真 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 小5

2767 松藤　祐聖 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 小4
2765 小川　光清 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小4

7 SW大教大宮東 427 浦住　凌久 ｳﾗｽﾞﾐ ﾘｸ 小5
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 429 木須　　新 ｷｽ ｱﾗﾀ 小5

431 辻橋　孝亮 ﾂｼﾞﾊｼ ｺｳｽｹ 小4
428 川田　優希 ｶﾜﾀ ﾕｳｷ 小5

8 神奈中ＳＳ 1346 小林　優心 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾝ 小5
ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1345 齋藤　　龍 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ 小5

1348 中野　輝音 ﾅｶﾉ ｷﾗ 小4
1347 作前　颯汰 ｻｸﾏｴ ｿｳﾀ 小4
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