
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. 74 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3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 名鉄ＳＳ刈谷 1953 村佐　達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 中1
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 1952 山下　哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 中1

1954 屋敷　哲平 ﾔｼｷ ﾃｯﾍﾟｲ 小6
1950 中野　和真 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾏ 中1

2 コナミ明石 2590 花澤　柊太 ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 中1
ｺﾅﾐｱｶｼ 中学 2589 惣輪　　温 ｿﾜ ｱﾂｷ 中1

2592 藤原　直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 中1
2591 藤原　佳己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 中1

3 VERDI 690 横井　圭太 ﾖｺｲ ｹｲﾀ 小5
VERDI 686 守屋　遼佑 ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 中1

687 清水　翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 小6
688 大久保朝陽 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ 小6

4 東京ＳＣ 913 仙北谷　豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 915 堀切　啓柊 ﾎﾘｷﾘ ｹｲｼｭｳ 中1

916 河井　桜輔 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 小6
912 小林　大洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 中1

5 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1420 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 中1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 1421 稲吉　悠斗 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 小6

1418 佐藤　　汰 ｻﾄｳ ﾀｲ 中1
1419 成田　律己 ﾅﾘﾀ ﾘﾂｷ 中1

6 コナミ林間 1338 安藤　諒星 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 1335 森原　健斗 ﾓﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ 中1

1336 井上　慧豪 ｲﾉｳｴ ｹｲｺﾞｳ 小6
1337 芦田　一樹 ｱｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小6

7 大野城ＳＣ 2906 森田　脩嗣 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 小6
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 2905 牟田　　蒼 ﾑﾀ ｱｵｲ 小6

2903 住川　広樹 ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ 小6
2904 熊川　理久 ｸﾏｶﾞﾜ ﾘｸ 小6
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神奈川

福  岡

加　盟
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兵  庫

千  葉

東  京

神奈川
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東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 74 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3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

1 イ ト マ ン 2288 角田　浬一 ｽﾐﾀﾞ ﾘｲﾁ 中1
ｲﾄﾏﾝ 2290 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小6

2287 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 中1
2291 黒川　卓聖 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ 小6

2 イトマン港北 1531 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1532 柏屋龍之介 ｶｼﾜﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 小6

1533 吉田　和真 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 小6
1530 山田　未知 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ 中1

3 ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼 1570 関口　蔵多 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾗﾀ 中1
ｻｷﾞﾇﾏSCS 中学 1573 武藤　大晴 ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ 中1

1569 左右木志音 ｿｳｷ ｼｵﾝ 中1
1571 北島　拓馬 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 中1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 735 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 中1
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 734 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 中1

737 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾘ 中1
739 加賀屋　諒 ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳ 小6

5 枚方ＳＳ 2415 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 2412 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 中1

2413 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小6
2414 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小6

6 坂出伊藤ＳＳ 2846 尾﨑寅之輔 ｵｻﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 小6
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 2844 中村　将瑛 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 中1

2843 松中　康浩 ﾏﾂﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 中1
2845 清藤　駿介 ｷﾖﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 小6

7 コパン鳴海 1938 金子　　翔 ｶﾈｺ ｼｮｳ 中1
ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ 1939 今　　柊貴 ｺﾝ ｼｭｳｷ 小6

1937 堀田　武蔵 ﾎｯﾀ ﾑｻｼ 中1
1940 瀬川凌太朗 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小5
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スタートリスト

競技No. 74 男子    4x50m   メドレーリレー   予選   3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

1 相模原ＤＣ 1353 池　　瑛友 ｲｹ ｴｲﾄ 中1
ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学 1352 政野　　周 ﾏｻﾉ ﾒｸﾞﾙ 中1

1354 實川　真人 ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾄ 中1
1351 風間　陽太 ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 中1

2 ＳＡ一関 94 瀧澤　裕成 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小5
SAｲﾁﾉｾｷ 92 細川　敦人 ﾎｿｶﾜ ｱﾂﾄ 小6

91 佐藤　陽琉 ｻﾄｳ ﾊﾙ 中1
93 松村　優介 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 小6

3 イトマン堺 2378 花谷　奏汰 ﾊﾅﾀﾆ ｶﾅﾀ 中1
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 2376 丹治　龍亮 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 中1

2379 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 小6
2377 上野　悠月 ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 中1

4 イトマン京都 2179 土井仁之亮 ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 2178 出口　　哲 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小6

2177 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 中1
2180 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小6

5 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 1205 中野　康生 ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 中1
ﾐﾅﾐｾﾝｼﾞｭ 中学 1203 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 中1

1204 児玉　裕太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 中1
1206 田辺裕一朗 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中1

6 NECGSC溝の口 1588 小山　雄大 ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小6
NECGSC M 1587 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小6

1585 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 中1
1584 秋山　真颯 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾝ 中1

7 ダッシュ三条 1689 本間　　碧 ﾎﾝﾏ ｱｵ 中1
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 中学 1690 田中　　楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 中1

1688 井伊　陽輝 ｲｲ ﾊﾙｷ 中1
1691 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 中1

8 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島 2997 市丸　愛翔 ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ 中1
BSﾅﾍﾞｼﾏ 5008 歌野原誠仁 ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 小6

5007 岩石　莉空 ｲﾜｲｼ ﾘｸ 中1
5006 副島　大誠 ｿｴｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 中1
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