
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. 88 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１１～１２歳        大会記録  1:53.56

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 平針ＳＳ 2273 渡邉　滉太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 小6

ﾋﾗﾊﾞﾘSS 学童 2272 木村煌一郎 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6
2274 土方　遥斗 ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ 小6
2271 高橋　脩眞 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾏ 小6

2 御幸ヶ原ＳＳ 328 吉本　悠人 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 325 中里龍之介 ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中1

327 芝　　慶剛 ｼﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 小6
326 脇田　悠希 ﾜｷﾀ ﾊﾙｷ 小6

3 スウィン大宮 417 髙山　優来 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾗ 小5
SWｵｵﾐﾔ 学童 416 福田　琢磨 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6

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

4 JSS金沢駅西 1985 奥　　已咲 ｵｸ ｲｻｷ 小6
JSSｶﾅｻﾞﾜ 学童 1984 宮本　　遥 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙ 小6

1983 右近　　紘 ｳｺﾝ ｺｳ 小6
1982 林谷　脩吾 ﾊﾔｼﾀﾆ ｼｭｳｺﾞ 小6

5 コナミ西葛西 1124 新田　慎吾 ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1125 速水　颯太 ﾊﾔﾐ ｿｳﾀ 小6

1126 幡野慎太郎 ﾊﾀﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 小5
1123 浦澤　　歩 ｳﾗｻﾜ ｱﾕﾑ 小6

6 コナミ北浦和 480 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 483 藤縄　武勝 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀｹﾏｻ 小5

481 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小6
482 加藤　　滉 ｶﾄｳ ｺｳ 小6

7 イ ト マ ン 2584 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2586 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小5

2585 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 小6
2583 黒川　幸希 ｸﾛｶﾜ ｺｳｷ 小6
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スタートリスト

競技No. 88 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 スウィン加須 519 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小6

ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 520 根岸　海輝 ﾈｷﾞｼ ｶｲｷ 小5
521 宮木茂寿和 ﾐﾔｷ ﾓﾄﾜ 小5
518 野村　蒼空 ﾉﾑﾗ ｿﾗ 小6

2 SA松任 1991 村上智羽也 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ 小6
SAﾏｯﾄｳ 学童 1992 高井　直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ 小6

1994 衣笠　　湊 ｷﾇｶﾞｻ ﾐﾅﾄ 小5
1993 竹本　悠星 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｾｲ 小6

3 スウィン埼玉 556 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 557 森　　翔大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 小5

554 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小6
555 渡辺　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 小6

4 ｻﾝﾌﾙﾄSC 139 白鳥　航生 ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ 小6
ｻﾝﾌﾙﾄSC 学童 140 白鳥　魁生 ｼﾗﾄﾘ ｶｲｾｲ 小6

143 中村　晃輔 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 小6
141 正木　煌也 ﾏｻｷ ｺｳﾔ 小6

5 神奈中ＳＳ 1529 齋藤　　龍 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ 小5
ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1526 大幸　寛知 ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ 小6

1528 君島　駿太 ｷﾐｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 小6
1527 今西　倖太 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 小6

6 塚口ＳＳ 2865 登　　飛瑛 ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ 小6
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2862 大槻　駿斗 ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 小6

2864 大宮　詩央 ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ 小6
2863 仁川　遥斗 ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ 小6

7 イトマン港北 1727 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1725 小笠原侑海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ 小6

1728 吉田　和真 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 小5
1724 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小6

8 ダッシュ三条 1923 高橋　　和 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾀ 小6
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 学童 1922 堀川　　煌 ﾎﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 小6

1924 井伊　陽輝 ｲｲ ﾊﾙｷ 小6
1925 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 姫路スポーツ 2918 大倉　凜佑 ｵｵｸﾗ ﾘｳ 小6

ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ 学童 2919 藤尾　和輝 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ 小6
2917 西川　翔己 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ 小6
2920 藤尾　優輝 ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1618 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1620 山賀　　兜 ﾔﾏｶﾞ ｶﾌﾞﾄ 小5

1616 藤林　大耀 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 小6
1617 田口　音輝 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 1335 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 1336 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 小6

1337 児玉　裕太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 小6
1338 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6

4 秋田ＡＣ 148 鈴木　大斗 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 小6
ｱｷﾀAC 学童 149 甲斐　爽太 ｶｲ ｿｳﾀ 小6

150 土田　朝陽 ﾂﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 小6
147 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小6

5 アクシー亀田 1934 黒井　理来 ｸﾛｲ ﾘｸ 小6
ｱｸｼｰｶﾒﾀﾞ 学童 1935 長谷川温大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 小5

1932 田中　捷太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 小6
1933 堀内　　光 ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ 小6

6 東京ＳＣ 1028 仙北谷　豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1034 飛知和　翔 ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ 小5

1026 坂本　真人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 小6
1027 小林　大洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 小6

7 トピーアヤセ 1553 小林真夏斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 小6
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1555 石本　大道 ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 小6

1554 吉田　大起 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小6
1557 増渕　　凛 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾘﾝ 小6

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1347 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1346 阿部　　響 ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 小6

1345 佐藤　佑磨 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 小6
1348 榊　　恵介 ｻｶｷ ｹｲｽｹ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 相模原ＤＣ 1513 池　　瑛友 ｲｹ ｴｲﾄ 小6

ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 学童 1512 政野　　周 ﾏｻﾉ ﾒｸﾞﾙ 小6
1514 實川　真人 ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾄ 小6
1511 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 小6

2 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1377 飯島　瑛太 ｲｲｼﾞﾏ ｴｲﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1379 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ 小5

1378 阿部撫宇也 ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 小6
1376 板垣　　慶 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲ 小6

3 スウィン鷲宮 596 佐藤　洸稀 ｻﾄｳ ｺｳｷ 小6
SWﾜｼﾐﾔ 学童 598 染谷　涼太 ｿﾒﾔ ﾘｮｳﾀ 小6

599 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小5
597 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小6

4 イトマン京都 2474 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2473 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小5

2472 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 小6
2471 石崎　剛大 ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 813 菅田　大樹 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 小6
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 814 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 小6

816 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾘ 小6
815 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小6

6 ユアー蕨 616 市川　亮太 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 617 矢野　拓都 ﾔﾉ ﾀｸﾄ 小5

615 今井　柊介 ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ 小6
614 坂場　亮太 ｻｶﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 小6

7 VERDI 758 髙山　凌平 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 小6
VERDI 学童 759 守屋　遼佑 ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 小6

757 原　　彰吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 小6
761 大久保朝陽 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ岸和田 2760 濱口　大輝 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ 小6
ｲﾄﾏｷｼﾜﾀﾞ 学童 2762 善野　　煌 ｾﾞﾝﾉ ﾋｶﾙ 小6

2763 鬼塚琉太朗 ｵﾆﾂﾞｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小5
2761 津隈　圭祐 ﾂｸﾏ ｹｲｽｹ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ヤクルト東 52 山﨑丈太朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛ 小6

ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 54 逢坂　賢汰 ｵｳｻｶ ｹﾝﾀ 小6
50 赤平　竜郷 ｱｶﾋﾗ ﾘｭｳﾄ 小6
53 山崎　優斗 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾄ 小6

2 コナミ明石 2944 花澤　柊太 ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 小6
ｺﾅﾐｱｶｼ 学童 2943 惣輪　　温 ｿﾜ ｱﾂｷ 小6

2946 藤原　直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 小6
2945 藤原　佳己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 小6

3 スウィン熊谷 444 炭谷　　律 ｽﾐﾀﾆ ﾘﾂ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 447 河原　大輝 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 小6

446 古屋　憲佑 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾋﾛ 小6
445 石井　浩樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1590 東條　颯大 ﾄｳｼﾞｮｳ ｿｳﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1591 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 小6

1593 佐藤　　汰 ｻﾄｳ ﾀｲ 小6
1592 川井　健洋 ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ 小6

5 あかやまＳＳ 231 岡西　詩生 ｵｶﾆｼ ｼｷ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 229 津田　康平 ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小6

230 大野　心聖 ｵｵﾉ ｷﾖﾏ 小6
228 和田　綾太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 小6

6 NECGSC溝の口 1791 小山　雄大 ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小5
NECGSC M 学童 1790 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小5

1789 松井　智哉 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾔ 小6
1788 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小6

7 名鉄ＳＳ刈谷 2210 村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 小6
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2209 山下　哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 小6

2207 岩田　祐人 ｲﾜﾀ ﾕｳﾄ 小6
2208 中野　和真 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾏ 小6

8 枚方ＳＳ 2735 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2731 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 小6

2734 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小5
2732 山本　修斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 小5
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