
第42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     
                                                  
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   5組 日本記録  1:28.35
10歳以下            大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 ｲﾄﾏﾝ札幌北口 45 片瀬　飛翔 ｶﾀｾ ｱｽｶ 小5
ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ 学童 47 菊地　璃央 ｷｸﾁ ﾘｵ 小3

46 真島　宗佑 ﾏｼﾞﾏ ｿｳｽｹ 小4
44 難波　侑也 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾔ 小5

4 スウィン前橋 347 関　　幹太 ｾｷ ｶﾝﾀ 小4
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 348 髙橋　托望 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾉ 小4

346 中村　　湊 ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 小4
345 柳澤　正人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 小5

5 ＳＧＣ・佐野 288 上田　敢太 ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 小4
SGC 学童 290 戸室　勇人 ﾄﾑﾛ ﾊﾔﾄ 小4

289 佐藤　祐玖 ｻﾄｳ ﾀｽｸ 小4
287 飯塚　勇心 ｲｲﾂﾞｶ ｲｻﾐ 小5

6

7

8

9
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加　盟

北海道

群  馬

栃  木



第42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     
                                                  
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   5組 日本記録  1:28.35
10歳以下            大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 アクラブ藤沢 1315 山口　凌巧 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 小5
AQLUB FJ 学童 1316 日吉　多聞 ﾋﾖｼ ﾀﾓﾝ 小5

1318 杉浦　元太 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾞﾝﾀ 小3
1317 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 小5

2 ＪＳＳ三木 2536 薮西　貴裕 ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 小5
JSSﾐｷ 学童 2535 習田奏一郎 ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 小5

2533 長谷　晄士 ﾊｾ ﾃﾙﾄ 小5
2534 谷口　花丸 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ 小5

3 ウオタ・長崎 3006 立花　琉真 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾏ 小5
Wﾅｶﾞｻｷ 学童 5011 萩原　康太 ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 小4

5009 大原　輝也 ｵｵﾊﾗ ﾃﾙﾔ 小5
5010 柴原　涼太 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 小5

4 イトマン西宮 2558 塚原　　蓮 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ 小5
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2556 田中琥汰郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 小5

2557 藤田　悠輔 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 小5
2559 鈴木　梗乎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 小4

5 スウィン越谷 556 寺下　大和 ﾃﾗｼﾀ ﾔﾏﾄ 小5
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 557 石坂　　俊 ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝ 小5

558 森　燦士郎 ﾓﾘ ｻﾝｼﾛｳ 小5
559 木尾　悠人 ｷｵ ﾊﾙﾄ 小4

6 スウィン高崎 340 大谷　光佑 ｵｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 小3
SWﾀｶｻｷ 学童 337 森戸　士雄 ﾓﾘﾄ ｼｵﾝ 小5

338 田丸　優作 ﾀﾏﾙ ﾕｳｻｸ 小4
336 北島　一冴 ｷﾀｼﾞﾏ ｲｯｻ 小5

7 塚口ＳＳ 2526 木本　怜良 ｷﾓﾄ ﾚｵ 小4
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2525 川畑　伍輝 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 小4

2523 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 小5
2524 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 小5

8 ｻﾝﾗｲｽﾞｲﾝﾀｰ 271 白井　太陽 ｼﾗｲ ﾀｲﾖｳ 小4
ｻﾝﾗｲｽﾞIS 学童 270 渡辺　睦輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂｷ 小5

273 早乙女　然 ｿｳﾄﾒ ｾﾞﾝ 小4
272 長谷川真士 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 小4

9
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第42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     
                                                  
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   5組 日本記録  1:28.35
10歳以下            大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ＫＳＧ柳川 2980 西田　瑞稀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 小5

KSGﾔﾅｶﾞﾜ 学童 2981 松藤　祐聖 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 小5
2982 木下　脩瑛 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳｴｲ 小4
2979 小川　光清 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小5

1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1494 山川　大翔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 小5
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1495 曳地　凌介 ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ 小5

1496 平野　翔月 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾞｷ 小5
1497 西川　依吹 ﾆｼｶﾜ ｲﾌﾞｷ 小4

2 スウィン大宮 392 岸上　晃大 ｷｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 小5
SWｵｵﾐﾔ 学童 393 福田　修磨 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ 小5

391 石橋　　悠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ 小5
394 黒崎那生矢 ｸﾛｻｷ ﾀﾞｲﾔ 小4

3 金町ＳＣ 867 白濱　碧太 ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ 小3
ｶﾅﾏﾁSC 学童 862 實藤　利信 ｻﾈﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ 小5

863 井沼　　蒼 ｲﾇﾏ ｱｵｼ 小5
864 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小5

4 秋田ＡＣ 136 近藤　テオ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｵ 小5
ｱｷﾀAC 学童 138 伊藤　竜弥 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 小5

140 加藤　　陽 ｶﾄｳ ﾊﾙ 小5
139 髙橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 小5

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 760 富樫　寿俐 ﾄｶﾞｼ ｼﾞｭﾘ 小5
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 758 砂押　壮介 ｽﾅｵｼ ｿｳｽｹ 小5

761 井上　絢心 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾝ 小4
759 宮脇　滉直 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛﾅｵ 小5

6 横浜サクラ 1453 大場　志人 ｵｵﾊﾞ ﾕｷﾄ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1451 國田　　輝 ｸﾆﾀ ﾃﾙ 小5

1452 鷹野　大湖 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 小5
1454 藤田　浩徳 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 小3

7 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 2029 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小4
ﾙ･ｼﾞﾓｸｼﾞ 学童 2028 渡邉　悠叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小4

2027 松本　侃大 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾀ 小5
2030 松村　悠貴 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 小4

8 イトマン京都 2184 前田　朱翔 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2185 髙屋　太跳 ﾀｶﾔ ﾀｲﾄﾞ 小4

2182 前田　朔杜 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾄ 小5
2183 梅田　晄吉 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷﾁ 小5

9 VERDI 694 羽鳥　晴真 ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾏ 小4
VERDI 学童 693 中江　悠真 ﾅｶｴ ﾕｳﾏ 小5

692 髙石　悠斗 ﾀｶｲｼ ﾕｳﾄ 小5
691 大槻　健翔 ｵｵﾂｷ ｹﾝﾄ 小5
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第42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     
                                                  
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   5組 日本記録  1:28.35
10歳以下            大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1101 小嶋　暖大 ｺｼﾞﾏ ﾉﾝﾀ 小4

ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 学童 1099 服部　陽向 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅﾀ 小5
1100 樋口　祐太 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 小5
1102 梅田　　零 ｳﾒﾀﾞ ﾚｲ 小4

1 イトマン港北 1535 新原　大和 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1536 田村　　湊 ﾀﾑﾗ ｿｳ 小4

1537 川村　勇仁 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 小4
1534 小林　　海 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾅ 小5

2 ゆめパレア 2209 溝井　琉叶 ﾐｿﾞｲ ﾙｶ 小5
ﾕﾒﾊﾟﾚｱ 学童 2208 地迫　拓輝 ﾁｻｺ ﾀｸｷ 小5

2210 日裏　英汰 ﾋｳﾗ ｴｲﾀ 小5
2211 鎗野　巧巳 ﾔﾘﾉ ﾀｸﾐ 小4

3 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1039 笹川　　隼 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 小3
AQLUB HO 学童 1038 岩田　海颯 ｲﾜﾀ ｶｲﾄ 小4

1037 岡村　俊和 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 小5
1036 水町　騎士 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ 小5

4 春日部中央 576 柳本　直輝 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 小5
ﾁｭｳｵｳSS 学童 577 野口　大輝 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｷ 小5

578 古田　　隼 ﾌﾙﾀ ﾊﾔﾄ 小5
575 田中　煌大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 小5

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1051 鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小5
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1054 櫻井　　陸 ｻｸﾗｲ ﾘｸ 小4

1053 堀部　佳佑 ﾎﾘﾍﾞ ｹｲｽｹ 小4
1052 常見　昇汰 ﾂﾈﾐ ｼｮｳﾀ 小4

6 ｽｳｨﾝ大宮南 514 浜岸　大凱 ﾊﾏｷﾞｼ ﾀｲｶﾞ 小4
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 学童 512 安田廉太郎 ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 小5

513 宮田　　銀 ﾐﾔﾀ ｷﾞﾝ 小5
515 鶴川　眞斗 ﾂﾙｶﾜ ﾏﾅﾄ 小4

7 スウィン鴻巣 522 成塚　政陽 ﾅﾘﾂﾞｶ ｾｲﾖｳ 小5
SWｺｳﾉｽ 学童 523 金子銀之介 ｶﾈｺ ｷﾞﾝﾉｽｹ 小5

524 武笠　　礼 ﾑｶｻ ﾚｲ 小4
526 島村　玲央 ｼﾏﾑﾗ ﾚｵ 小3

8 稲沢ＳＳ 1934 宇佐美惺哉 ｳｻﾐ ｾｲﾔ 小4
ｲﾅｻﾞﾜSS 学童 1936 西田　　暁 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾙ 小4

1935 橋村　潤汰 ﾊｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 小4
1933 西村　有生 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ 小5

9 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 744 手嶋　凌久 ﾃｼﾏ ﾘｸ 小5
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 学童 745 右田　暁大 ﾐｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 小4

746 森下　周馬 ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳﾏ 小4
743 相葉　拓斗 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾄ 小5
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第42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     
                                                  
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   5組 日本記録  1:28.35
10歳以下            大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 ｽｳｨﾝ宇都宮 302 小川　大翔 ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小5

SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 301 松下　哲大 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾋﾛ 小5
305 黒後　拓哉 ｸﾛｺﾞ ﾀｸﾔ 小4
303 井上　　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 小5

1 星田ＳＳ 2477 大橋　　信 ｵｵﾊｼ ｼﾝ 小5
ﾎｼﾀﾞSS 学童 2478 児島　大志 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｼ 小5

2479 松井　一真 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏ 小5
2480 嶋崎　　凌 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 小4

2 ＪＳＳ入間 454 西坂　直記 ﾆｼｻﾞｶ ﾅｵｷ 小4
JSSｲﾙﾏ 学童 453 礒部　我道 ｲｿﾍﾞ ｶﾞﾄｳ 小4

452 田邊　暖馬 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾏ 小4
451 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 小5

3 ＪＳＳ八王子 1225 堺　　由貴 ｻｶｲ ﾖｼﾀｶ 小5
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1228 久保　歩拓 ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 小5

1227 奈良　蓮音 ﾅﾗ ﾚｵﾝ 小5
1226 望月　日葵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 小5

4 東京ＳＣ 928 平山　　悠 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ 小3
ﾄｳｷｮｳSC 学童 925 河井　一桜 ｶﾜｲ ｲｯｻ 小4

924 金子幸之助 ｶﾈｺ ｺｳﾉｽｹ 小5
923 松井　尊慶 ﾏﾂｲ ﾀｶﾖｼ 小5

5 スウィン鷲宮 543 小林　富士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 539 吉田　翔夢 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾑ 小5

540 岡村　羽琉 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙ 小4
541 坂爪　心優 ｻｶﾂﾒ ｼｭｳ 小4

6 コナミ洋光台 1439 畠山　　健 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｹﾙ 小4
ｺﾅﾐﾖｳｺｳ 学童 1438 和田野海心 ﾜﾀﾞﾉ ｶｲｼﾝ 小4

1437 小澤　優羽 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾜ 小5
1436 廣部　煌斗 ﾋﾛﾍﾞ ｷﾗﾄ 小5

7 枚方ＳＳ 2418 中川　太芯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2416 三城　弥輝 ﾐｷ ﾜﾀﾙ 小5

2419 馬場　亮汰 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 小5
2417 長谷川奏斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 小5

8 イトマン神戸 2546 土岐　龍雅 ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 学童 2547 草野　克仁 ｸｻﾉ ｶﾂﾄ 小4

2545 北嶋　尚人 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 小5
2544 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 小5

9 スウィン太田 367 峯　　拓未 ﾐﾈ ﾀｸﾐ 小4
SWｵｵﾀ 学童 368 権田政一郎 ｺﾞﾝﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 小4

365 五味　幸希 ｺﾞﾐ ｺｳｷ 小5
363 宮本　知輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｷ 小5
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