
第41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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｽｳｨﾝ宇都宮 333 手塚　礼響 ﾃﾂﾞｶ ﾚｵﾄ 小4
SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 334 松下　哲大 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾋﾛ 小4

337 黒後　拓哉 ｸﾛｺﾞ ﾀｸﾔ 小3
335 井上　　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 小4

4 ｲﾄﾏﾝひばり 2622 菅　　康季 ｽｶﾞ ｺｳｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 学童 2621 雲岡　大智 ｸﾓｵｶ ﾀﾞｲﾁ 小4

2620 川端　悠莉 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾘ 小4
2623 谷野　瑛翔 ﾀﾆﾉ ｴｲﾄ 小3

5 スウィン前橋 378 中村　　湊 ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 小3
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 377 柳澤　正人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 小4

376 石内　大雅 ｲｼｳﾁ ﾀｲｶﾞ 小4
379 関　　幹太 ｾｷ ｶﾝﾀ 小3

6 スウィン高崎 366 佐藤　尊羅 ｻﾄｳ ﾀｶﾗ 小4
SWﾀｶｻｷ 学童 368 北島　一冴 ｷﾀｼﾞﾏ ｲｯｻ 小4

369 田丸　優作 ﾀﾏﾙ ﾕｳｻｸ 小3
367 山宮ヒュウゴ ﾔﾏﾐﾔ ﾋｭｳｺﾞ 小4

7

8
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 三菱養和ＳＳ 1154 滝沢　知哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小4

ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1153 飯田　敦己 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ 小4
1156 渡邊　陽仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1155 ダシルバ風詩 ﾀﾞｼﾙﾊﾞ ﾌｳｼﾞ 小4

2 ＭＹＳ名学院 2217 岡田　　律 ｵｶﾀﾞ ﾘﾂ 小4
MYSﾅｺﾞﾔ 学童 2214 小河　壮真 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾏ 小4

2215 加藤　桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 小4
2216 長瀬　賢人 ﾅｶﾞｾ ｹﾝﾄ 小4

3 コナミ林間 1494 関　　一颯 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1495 勝本　陸生 ｶﾂﾓﾄ ﾘｸｵ 小3

1493 平賀嵩太郎 ﾋﾗｶﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 小4
1492 安藤　諒星 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ 小4

4 スウィン太田 398 峯　　拓未 ﾐﾈ ﾀｸﾐ 小3
SWｵｵﾀ 学童 393 島田　　禪 ｼﾏﾀﾞ ｾﾞﾝ 小4

395 角田　耕脩 ｶｸﾀ ｺｳｽｹ 小4
394 宮本　知輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｷ 小4

5 イトマン神戸 2887 北嶋　尚人 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 学童 2885 尾﨑　大翔 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 小4

2886 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 小4
2888 鳥塚瑛太郎 ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ 小3

6 枚方SS牧野 2720 安藤　　陽 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 小4
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2721 米田　光志 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ 小4

2719 濱口　玲弥 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｲﾔ 小4
2722 工藤　　凱 ｸﾄﾞｳ ｶｲ 小3

7 アーデル 741 岩崎　　洸 ｲﾜｻｷ ｺｳ 小4
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 740 太田　海輝 ｵｵﾀ ｶｲｷ 小4

738 永田　悠翔 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 小4
739 牧野　光佑 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ春日井 2126 芳賀　　樹 ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 小4
ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 学童 2128 杉野　瑛信 ｽｷﾞﾉ ｴｲｼﾝ 小4

2127 岩田　天希 ｲﾜﾀ ｱﾏﾈ 小4
2125 柴田　櫂吏 ｼﾊﾞﾀ ｶｲﾘ 小4
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 S･ﾊﾟﾃｨｵ 2897 森岡　丈尋 ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ 小4

S･ﾊﾟﾃｨｵ 学童 2896 井上　志吹 ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ 小4
2899 大堀　周生 ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ 小3
2898 上岡　凌太 ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ 小4

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 845 山田　瑛介 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｽｹ 小4
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 846 砂押　壮介 ｽﾅｵｼ ｿｳｽｹ 小4

847 宮脇　滉直 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛﾅｵ 小4
848 富樫　寿俐 ﾄｶﾞｼ ｼﾞｭﾘ 小4

3 VERDI 764 原　　康介 ﾊﾗ ｺｳｽｹ 小4
VERDI 学童 762 酒井　俊輔 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 小4

763 中山　瑛太 ﾅｶﾔﾏ ｴｲﾀ 小4
765 横井　圭太 ﾖｺｲ ｹｲﾀ 小4

4 枚方SS香里 2652 寺本　吏玖 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ 小4
ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ 学童 2654 黒松　陽人 ｸﾛﾏﾂ ﾊﾙﾄ 小3

2651 本田　隼太 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 小4
2653 辻本　晃央 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳ 小4

5 ＳＡ一関 85 瀧澤　裕成 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小4
SAｲﾁﾉｾｷ 学童 86 橋浦　慶太 ﾊｼｳﾗ ｹｲﾀ 小4

88 佐藤　磨生 ｻﾄｳ ﾏｵ 小4
87 梶原　渓太 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 小4

6 JSSはびきの 2715 池田　星那 ｲｹﾀﾞ ｾﾅ 小4
JSSﾊﾋﾞｷﾉ 学童 2713 阪本　爽羽 ｻｶﾓﾄ ｿｳ 小4

2716 秋田　泰河 ｱｷﾀ ﾀｲｶﾞ 小4
2714 石津　孝介 ｲｼｽﾞ ｺｳｽｹ 小4

7 イトマン守山 2394 西田　　優 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳ 小4
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔﾏ 学童 2393 村田　真悠 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 小4

2395 関谷　　湊 ｾｷﾔ ﾐﾅﾄ 小3
2392 笠井　絢都 ｶｻｲ ｱﾔﾄ 小4

8 春日部中央 640 柳本　直輝 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 小4
ﾁｭｳｵｳSS 学童 641 野口　大輝 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｷ 小4

642 古田　　隼 ﾌﾙﾀ ﾊﾔﾄ 小4
639 田中　煌大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 小4
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1205 櫻井　　陸 ｻｸﾗｲ ﾘｸ 小3

ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1201 渡辺　龍斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 小4
1204 堀部　佳佑 ﾎﾘﾍﾞ ｹｲｽｹ 小3
1202 鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小4

2 あかやまＳＳ 234 清水創太朗 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾛｳ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 236 川面　壮汰 ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ 小4

233 桜井　陸央 ｻｸﾗｲ ﾘｵ 小4
235 遠藤　慎也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 小4

3 柏洋・江 810 山澤　　羚 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾚｲ 小4
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ 学童 808 竹之内玲玖 ﾀｹﾉｳﾁ ﾚｸ 小4

809 本多　泰斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小4
811 佐藤　史隆 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 小3

4 イトマン西宮 2904 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2907 塚原　　蓮 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ 小4

2906 藤田　悠輔 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 小4
2905 田中琥汰郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 小4

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1669 曳地　凌介 ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ 小4
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1668 山川　大翔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 小4

1666 古宮　央翔 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾄ 小4
1667 伊藤　礼恩 ｲﾄｳ ﾚｵﾝ 小4

6 ｽｳｨﾝ大宮南 579 浜岸　大凱 ﾊﾏｷﾞｼ ﾀｲｶﾞ 小3
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 学童 578 宮田　　銀 ﾐﾔﾀ ｷﾞﾝ 小4

577 安田廉太郎 ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 小4
580 鶴川　眞斗 ﾂﾙｶﾜ ﾏﾅﾄ 小3

7 アクラブ藤沢 1469 山口　凌巧 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 小4
AQLUB FJ 学童 1470 日吉　多聞 ﾋﾖｼ ﾀﾓﾝ 小4

1467 長棟　優太 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾕｳﾀ 小4
1468 吉田　悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 小4

8 世田谷ＳＳ 1326 鈴木　真翔 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ 小4
ｾﾀｶﾞﾔSS 学童 1327 水上　翔太 ﾐｽﾞｶﾐ ｼｮｳﾀ 小2

1324 大野　　匠 ｵｵﾉ ﾀｸﾐ 小4
1325 名村　悠斗 ﾅﾑﾗ ﾕｳﾄ 小4
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 秋田ＡＣ 154 近藤　テオ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｵ 小4

ｱｷﾀAC 学童 156 伊藤　竜弥 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 小4
152 後藤　秀弥 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小4
151 五十嵐　陽 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ 小4

2 釧路ＳＣ 4 安田　涼世 ﾔｽﾀﾞ 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 コナミ北浦和 487 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 485 樋口　瑛信 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 小4

488 染井　颯太 ｿﾒｲ ｿｳﾀ 小3
486 栃木　孝太 ﾄﾁｷﾞ ｺｳﾀ 小4

4 イ ト マ ン 2589 樋口　貴俊 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2588 遠山　聡大 ﾄｵﾔﾏ ｿｳﾀ 小4

2591 高島　涼那 ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞﾅ 小3
2590 松山　　育 ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ 小4

5 枚方ＳＳ 2737 筒井　一樹 ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2736 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

2738 森　翔太郎 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
2741 中川　太芯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ 小4

6 イトマン京都 2477 石崎　瑛人 ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2479 前田　朱翔 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 小3

2476 藤田　拓大 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 小4
2478 中辻　　新 ﾅｶﾂｼﾞ ｼﾝ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 944 宗藤　煌英 ﾑﾈﾄｳ ｺｳｴｲ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 945 井口　陽向 ｲｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 小4

946 水越　悠斗 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾄ 小4
947 藤田　拓希 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 小3

8 金町ＳＣ 974 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 975 白濱　碧太 ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ 小2

973 吉野　悠真 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾏ 小4
971 田鍋　塁大 ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 小4
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 スウィン大宮 421 岸上　晃大 ｷｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 小4

SWｵｵﾐﾔ 学童 419 金澤孝之介 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 小4
420 石橋　　悠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ 小4
418 石川　将暉 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 小4

2 ＳＧＣ・佐野 322 上田　敢太 ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 小3
SGC 学童 320 川島　大歩 ｶﾜｼﾏ ﾄｱ 小4

321 飯塚　勇心 ｲｲﾂﾞｶ ｲｻﾐ 小4
319 溝口　舜大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 小4

3 イトマン富雄 3026 中森　大智 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ 学童 3024 若杦　朝陽 ﾜｶｽｷﾞ ｱｻﾋ 小4

3025 藤川　　晃 ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｶﾙ 小4
3023 松下　竜馬 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾏ 小4

4 東京ＳＣ 1036 竹之内隼人 ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1043 平山　　悠 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ 小2

1040 河井　一桜 ｶﾜｲ ｲｯｻ 小3
1035 紅露　ルイ ｺｵﾛ ﾙｲ 小4

5 スウィン越谷 619 雨海　唯斗 ｱﾏｶﾞｲ ﾕｲﾄ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 620 寺下　大和 ﾃﾗｼﾀ ﾔﾏﾄ 小4

621 石坂　　俊 ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝ 小4
622 森　燦士郎 ﾓﾘ ｻﾝｼﾛｳ 小4

6 黒磯インター 301 白井　太陽 ｼﾗｲ ﾀｲﾖｳ 小3
ｸﾛｲｿｲﾝﾀｰ 学童 300 渡辺　睦輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂｷ 小4

302 早乙女　然 ｿｳﾄﾒ ｾﾞﾝ 小3
299 宇梶　慶樹 ｳｶｼﾞ ｹｲｼﾞｭ 小4

7 ＫＳＧ柳川 3383 小川　光清 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小4
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 学童 3386 木下　脩瑛 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳｴｲ 小3

3385 松藤　祐聖 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 小4
3384 西田　瑞稀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 小4

8 スウィン埼玉 559 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 560 長岡　侑利 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 小4

562 小笠原慶侍 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹｲｼﾞ 小3
561 新道　恒星 ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 小4
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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. 18 男子    4x50m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:55.69

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 SW大教大宮東 456 正木　快飛 ﾏｻｷ ｶｲﾄ 小4

SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 458 辻橋　孝亮 ﾂｼﾞﾊｼ ｺｳｽｹ 小4
457 野口　幹太 ﾉｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 小4
459 加藤　有偉 ｶﾄｳ ﾕｳｲ 小3

2 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 3343 端迫　大雅 ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ 小4
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 学童 3341 加藤　慶希 ｶﾄｳ ﾖｼｷ 小4

3340 横峰　海人 ﾖｺﾐﾈ ｶｲﾄ 小4
3342 岡村　　澪 ｵｶﾑﾗ ﾚｲ 小4

3 スウィン鷲宮 603 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 606 小林　富士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞ 小3

604 吉田　翔夢 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾑ 小4
602 岡部　佳大 ｵｶﾍﾞ ｶｲﾄ 小4

4 コナミ伏見 2420 山口　雄毅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2422 長嶋　宏達 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 小4

2423 太田　歩睦 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 小4
2421 八木　颯太 ﾔｷﾞ ｿｳﾀ 小4

5 ＳＵＮ網干 2975 岡本　一歩 ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ 小4
SUNｱﾎﾞｼ 学童 2977 宮野　蒼芭 ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ 小4

2976 佐藤煌太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 小4
2978 西雄　友隼 ﾆｼｵ ﾕｳﾄ 小4

6 塚口ＳＳ 2870 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 小4
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2867 大﨑　一輝 ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ 小4

2869 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 小4
2866 上辻　大和 ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ 小5

7 スウィン北本 436 古江　　良 ﾌﾙｴ ﾘｮｳ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 438 広江　夏望 ﾋﾛｴ ﾅﾓ 小4

439 清水　陽斗 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 小3
437 新垣　侑生 ｱﾗｶｷ ﾕｳ 小4

8 スウィン東光 504 小泉　孜恩 ｺｲｽﾞﾐ ｼｵﾝ 小4
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 503 藤岡　建佑 ﾌｼﾞｵｶ ｹﾝｽｹ 小4

501 石塚　大介 ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 小4
502 横山　大輝 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 小4
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