
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. 86 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:07.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ｽｳｨﾝ宇都宮 336 鈴木　大雅 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 小3
SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 335 井上　　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 小4

333 手塚　礼響 ﾃﾂﾞｶ ﾚｵﾄ 小4
334 松下　哲大 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾋﾛ 小4

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

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

4 スウィン太田 396 坊岡　誠眞 ﾎﾞｳｵｶ ｾｲﾏ 小4
SWｵｵﾀ 学童 398 峯　　拓未 ﾐﾈ ﾀｸﾐ 小3

397 佐藤　陽大 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 小3
394 宮本　知輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｷ 小4

5 ＭＹＳ名学院 2215 加藤　桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 小4
MYSﾅｺﾞﾔ 学童 2216 長瀬　賢人 ﾅｶﾞｾ ｹﾝﾄ 小4

2217 岡田　　律 ｵｶﾀﾞ ﾘﾂ 小4
2214 小河　壮真 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾏ 小4

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 1479 池田　健太 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 小4
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1477 原田　大夢 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ 小4

1478 杉山　陽紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 小4
1480 影井　天馬 ｶｹﾞｲ ﾃﾝﾏ 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. 86 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:07.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 スウィン大教 533 吉田　琉惟 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ 小4

SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 532 早川　和洸 ﾊﾔｶﾜ ﾜｺｳ 小4
535 布川　　輝 ﾇﾉｶﾜ ｷﾗ 小3
534 櫻庭　蒼紫 ｻｸﾗﾊﾞ ｿｳｼ 小4

2 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

3 金町ＳＣ 972 吉野　隼太 ﾖｼﾉ ｼｭﾝﾀ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 971 田鍋　塁大 ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 小4

973 吉野　悠真 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾏ 小4
974 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小4

4 SW大教大宮東 459 加藤　有偉 ｶﾄｳ ﾕｳｲ 小3
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 456 正木　快飛 ﾏｻｷ ｶｲﾄ 小4

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

5 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

1203 常見　昇汰 ﾂﾈﾐ ｼｮｳﾀ 小3
1202 鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小4

6 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 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
1668 山川　大翔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 小4

7 三菱養和ＳＳ 1157 込谷　　純 ｺﾒﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 小2
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1154 滝沢　知哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 小4

1156 渡邊　陽仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1153 飯田　敦己 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ 小4

8 コナミ林間 1492 安藤　諒星 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1494 関　　一颯 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 小4

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
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 86 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:07.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン西神 2984 津田　瑛太 ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ 小4

ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2987 皆越　　翔 ﾐﾅｺｼ ｶｹﾙ 小3
2986 松本　遥哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾔ 小4
2985 社浦　大悟 ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 小4

2 ｻｷﾞﾇﾏSCM 1440 小倉　功大 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小4
ｻｷﾞﾇﾏSCM 学童 1439 後藤　大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小4

1442 横山　大輔 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 小3
1441 山登　悠貴 ﾔﾏﾄ ﾕｳｷ 小4

3 星田ＳＳ 2805 由比　幹太 ﾕﾋ ｶﾝﾀ 小4
ﾎｼﾀﾞSS 学童 2807 大橋　　信 ｵｵﾊｼ ｼﾝ 小4

2808 児島　大志 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｼ 小4
2806 浦　　陽向 ｳﾗ ﾋﾅﾀ 小4

4 コナミ北浦和 488 染井　颯太 ｿﾒｲ ｿｳﾀ 小3
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 487 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小4

486 栃木　孝太 ﾄﾁｷﾞ ｺｳﾀ 小4
485 樋口　瑛信 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 小4

5 イトマン京都 2476 藤田　拓大 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2475 伊藤　維人 ｲﾄｳ ﾕｷﾄ 小4

2477 石崎　瑛人 ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ 小4
2479 前田　朱翔 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 小3

6 塚口ＳＳ 2869 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 小4
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2868 西村　　零 ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ 小4

2867 大﨑　一輝 ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ 小4
2870 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 小4

7 コナミ青葉台 1579 萩原　　陽 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾙ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1580 本島　慧翔 ﾓﾄｼﾞﾏ ｹｲﾄ 小4

1577 荻原　海斗 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 小4
1578 高瀬　輝之 ﾀｶｾ ﾃﾙﾕｷ 小4

8 ＯＫＳＳ 3240 福井　緋一 ﾌｸｲ ﾋｲﾁ 小4
OKSS 学童 3241 モートン勇真 ﾓｰﾄﾝ ﾕﾏ 小4

3238 服部　由弦 ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ 小4
3239 濱田　康輔 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 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. 86 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:07.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 枚方ＳＳ 2740 長谷川奏斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 小4

ﾋﾗｶﾀSS 学童 2739 三城　弥輝 ﾐｷ ﾜﾀﾙ 小4
2738 森　翔太郎 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
2737 筒井　一樹 ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ 小4

2 スウィン鷲宮 605 岡村　羽琉 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙ 小3
SWﾜｼﾐﾔ 学童 604 吉田　翔夢 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾑ 小4

603 杉村　　朔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小4
606 小林　富士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞ 小3

3 スウィン埼玉 563 村山　椋大 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲﾀ 小3
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

559 四方田眞我 ﾖﾓﾀﾞ ｼﾝｶﾞ 小4
561 新道　恒星 ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 小4

4 コナミ伏見 2422 長嶋　宏達 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2420 山口　雄毅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 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 秋田ＡＣ 155 高橋　涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 小4
ｱｷﾀAC 学童 153 佐々木優歩 ｻｻｷ ﾏｵ 小4

156 伊藤　竜弥 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 小4
154 近藤　テオ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｵ 小4

6 スウィン大宮 418 石川　将暉 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 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
421 岸上　晃大 ｷｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 小4

7 ＫＳＧ柳川 3384 西田　瑞稀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 小4
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 学童 3382 島添　泰人 ｼﾏｿﾞｴ ﾀｲﾄ 小4

3385 松藤　祐聖 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 小4
3383 小川　光清 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小4

8 京都踏水会 2444 加藤　勇登 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2442 梅原　壮琉 ｳﾒﾊﾗ ﾀｹﾙ 小4

2443 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 小4
2445 今井　　蓮 ｲﾏｲ ﾚﾝ 小3
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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. 86 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:07.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 菊水ＳＳ 2666 熊取谷亮汰 ｸﾏﾄﾘﾔ ﾘｮｳﾀ 小4

ｷｸｽｲ 学童 2667 麻生昊太郎 ｱｿｳ ｺｳﾀﾛｳ 小4
2665 池田　葵一 ｲｹﾀﾞ ｷｲﾁ 小4
2668 濵田　啓太 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 小4

2 フィッツ青葉 1826 川口　心優 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳ 小4
ﾌｨｯﾂｱｵﾊﾞ 学童 1823 矢崎　幹人 ﾔｻﾞｷ ｶﾝﾄ 小4

1825 西島景太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｹｲﾀﾛｳ 小4
1824 西口　拓輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 小4

3 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

4 東京ＳＣ 1043 平山　　悠 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ 小2
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1037 中村　泰晟 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 小4

1040 河井　一桜 ｶﾜｲ ｲｯｻ 小3
1036 竹之内隼人 ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ 小4

5 イトマン富雄 3023 松下　竜馬 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾏ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ 学童 3027 岩﨑　泰正 ｲﾜｻｷ ﾀｲｾｲ 小3

3024 若杦　朝陽 ﾜｶｽｷﾞ ｱｻﾋ 小4
3026 中森　大智 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 小4

6 ＳＵＮ網干 2978 西雄　友隼 ﾆｼｵ ﾕｳﾄ 小4
SUNｱﾎﾞｼ 学童 2977 宮野　蒼芭 ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ 小4

2975 岡本　一歩 ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ 小4
2976 佐藤煌太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 小4

7 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 500 久保田憲太郎 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 小4

502 横山　大輝 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 小4
503 藤岡　建佑 ﾌｼﾞｵｶ ｹﾝｽｹ 小4

8 ジャパン丸亀 3214 中村　光希 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 小3
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 学童 3212 秋山桂太郎 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 小4

3211 田村　勇人 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 小4
3213 藤原　蒼大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 小4
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