
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. 78 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 スウィン加須 477 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小6
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 478 根岸　海輝 ﾈｷﾞｼ ｶｲｷ 小5

474 柳田　祥吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 中1
476 柴垣　　要 ｼﾊﾞｶﾞｷ ｶﾅﾒ 中1

4 豊橋ＳＳ 1895 鈴木　善貴 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 中1
ﾄﾖﾊｼSS 中学 1896 和田　望実 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中1

1894 加藤　真啓 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 中1
1897 近藤　正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 中1

5 イトマン守口 2253 藤江　煌毅 ﾌｼﾞｴ ｺｳｷ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2251 山川　啓太 ﾔﾏｶﾞﾜ ｹｲﾀ 中1

2254 平本蒼士郎 ﾋﾗﾓﾄ ｿｳｼﾛｳ 小6
2252 髙洲　誠祐 ﾀｶｽ ｾｲｽｹ 中1

6

7

8

9
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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. 78 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 姫路スポーツ 2444 大倉　凜佑 ｵｵｸﾗ ﾘｳ 小6

ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ 2442 藤田康太郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 中1
2443 西川　翔己 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ 小6
2445 藤尾　和輝 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ 小6

1 スウィン熊谷 411 串田　七聖 ｸｼﾀﾞ ﾅﾅｾ 中1
SWｸﾏｶﾞﾔ 415 河原　大輝 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 小6

414 古屋　憲佑 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾋﾛ 小6
413 石井　浩樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 小6

2 NECGSC溝の口 1553 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小6
NECGSC M 1551 樋爪　智彬 ﾋﾂﾞﾒ ﾄﾓｱｷ 中1

1554 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小5
1552 秋山　真颯 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾝ 小6

3 ピュア大和 126 佐藤　晴希 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 中1
ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ 130 藤森　龍世 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 小6

128 鈴木　湊人 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 中1
127 宮高　麻生 ﾐﾔﾀｶ ｱｻｷ 中1

4 イトマン千葉 756 錦織　孟徳 ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ 中1
ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ 758 内山　修一 ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 小6

759 敦賀　雄士 ﾂﾙｶﾞ ﾕｳﾄ 小6
757 川上　直輝 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ 中1

5 イトマン堅田 2036 赤尾　駿弥 ｱｶｵ ｼｭﾝﾔ 小6
ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ 2034 北野　優翔 ｷﾀﾉ ﾕｳﾄ 中1

2033 川本　一心 ｶﾜﾓﾄ ｲｯｼﾝ 中1
2035 大由里一輝 ｵｵﾕﾘ ｶｽﾞｷ 中1

6 ＪＳＳ長岡 1598 相﨑　隆成 ｱｲｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 1599 安藤　玲音 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾝ 中1

1600 河上　怜雄 ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 小6
1597 佐藤　琥珀 ｻﾄｳ ｺﾊｸ 中1

7 イトマン港北 1502 高橋　朗生 ﾀｶﾊｼ ﾛｲ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1504 小笠原侑海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ 小6

1505 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小5
1503 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小6

8 コナミ西葛西 993 新田　慎吾 ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 990 小田　竜輝 ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 中1

991 新宮　広葉 ｼﾝｸﾞｳ ｺｳﾖｳ 中1
992 浦澤　　歩 ｳﾗｻﾜ ｱﾕﾑ 小6
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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. 78 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ＳＧＣ・佐野 257 岩本　幸大 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 中1

SGC 259 小野　航河 ｵﾉ ｺｳｶﾞ 小6
258 川村　健太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 小6
256 溝口　新大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 中1

1 枚方ＳＳ 2312 宇野　舜哉 ｳﾉ ｼｭﾝﾔ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2313 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 小6

2315 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小5
2314 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小5

2 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2507 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 中1
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 中学 2506 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 中1

2505 藤澤　明輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 中1
2504 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 中1

3 イトマン京都 2087 前田　有翔 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 中1
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2090 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小5

2089 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 小6
2091 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小5

4 東京ＳＣ 894 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 891 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 中1

892 関口　雄大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中1
895 小林　大洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 1191 櫻井　俊作 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ 小6
ﾐﾅﾐｾﾝｼﾞｭ 学童 1192 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 小6

1194 村上　央雅 ﾑﾗｶﾐ ｵｳｶﾞ 小5
1193 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6

6 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾 1116 木原　洸太 ｷﾊﾗ ｺｳﾀ 中1
ﾒｶﾞﾛｽｶﾂｼ 中学 1114 吉永　琉汰 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 中1

1113 福田　乃斗 ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ 中1
1115 佐藤　蒼依 ｻﾄｳ ｱｵｲ 中1

7 スウィン前橋 325 田村　秀汰 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ 中1
SWﾏｴﾊﾞｼ 328 室橋　桔平 ﾑﾛﾊｼ ｷｯﾍﾟｲ 小6

326 目黒　　類 ﾒｸﾞﾛ ﾙｲ 中1
324 野中　　陸 ﾉﾅｶ ﾘｸ 中1

8 アクラブ調布 819 下村　洋介 ｼﾓﾑﾗ ﾖｳｽｹ 中1
AQLUB CH 821 小宮山真尋 ｺﾐﾔﾏ ﾏﾋﾛ 小6

820 関戸　創海 ｾｷﾄﾞ ﾀｸﾐ 中1
818 髙宮　碧海 ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ 中1
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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. 78 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 御幸ヶ原ＳＳ 271 吉本　悠人 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 小6

ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 269 中里龍之介 ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中1
266 澤田　直弥 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 中1
270 脇田　悠希 ﾜｷﾀ ﾊﾙｷ 小6

1 ＳＡ松任 1680 砂田　昇哩 ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳﾘ 中1
SAﾏｯﾄｳ 1682 高井　直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ 小6

1681 村上智羽也 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ 小6
1679 丸木　悠生 ﾏﾙｷ ﾕｳ 中1

2 スウィン大宮 379 鴇　　湖宇 ﾄｷ ｺﾀｶ 中1
SWｵｵﾐﾔ 382 福田　琢磨 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6

380 井上　広大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 小6
381 東條　大成 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｲｾｲ 小6

3 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 717 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 中1
DSCﾏﾂﾄﾞ 722 森田　瑛斗 ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ 小6

716 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 中1
718 小林　拓斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 中1

4 イ ト マ ン 2184 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2181 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 中1

2182 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 中1
2180 松山　　拓 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸ 中1

5 アクシー亀田 1634 黒井　理来 ｸﾛｲ ﾘｸ 小6
ｱｸｼｰｶﾒﾀﾞ 1631 寺田　一敬 ﾃﾗﾀﾞ ｲﾁﾀｶ 中1

1632 田中　捷太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 小6
1633 堀内　　光 ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1400 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1397 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 小6

1399 佐藤　　汰 ｻﾄｳ ﾀｲ 小6
1398 川井　健洋 ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ 小6

7 コナミ北浦和 441 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 440 辻仲　祥康 ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 中1

443 加藤　　滉 ｶﾄｳ ｺｳ 小6
442 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小6

8 太陽教育ＳＣ 862 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 中1
TKSC 中学 864 石塚　　野 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛ 中1

861 ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄﾙｲ ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄ ﾙｲ 中1
863 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 中1

9 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 695 菅田　大樹 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 小6
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 696 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 小6

694 日向　我応 ﾋｭｳｶﾞ ｱｵ 中1
697 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小6
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