
第44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

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   1:27.48
競技No. :  8 男子 4x50m フリーリレー 予選

１０歳以下 大会記録   1:58.28

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
0

1

2 361 守口イトマン 大  阪 2220 佐々木悠人 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 小4 2:07.71
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 小学 2218 松本　悠正 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｾｲ 小5

１０歳以下 2219 植村　斗綾 ｳｴﾑﾗ ﾄｳｱ 小5
2217 井上　　隼 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 小5

3 432 フィッタ松山 愛  媛 2734 山田　朔久 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸ 小5 2:07.37
ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ 小学 2732 高山　　翔 ﾀｶﾔﾏ ｶｹﾙ 小5

１０歳以下 2735 久保　嘉輝 ｸﾎﾞ ﾖｼｷ 小4
2733 藤並　拓郎 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｸﾛｳ 小5

4 391 塚口ＳＳ 兵  庫 2387 志井　瑠座 ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ 小5 2:07.04
ﾂｶｸﾞﾁSS 小学 2385 櫻井　　佑 ｻｸﾗｲ ﾕｳ 小5

１０歳以下 2386 上村　悠斗 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 小5
2384 岩﨑　壱知 ｲﾜｻｷ ｲﾁ 小5

5 32 イトマン守谷 茨  城 230 小林　　純 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 小5 2:07.23
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 小学 231 大中　朝斗 ｵｵﾅｶ ｱｻﾄ 小5

１０歳以下 228 有村　健心 ｱﾘﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 小5
229 坂爪　孝輔 ｻｶﾂﾞﾒ ｺｳｽｹ 小5

6 348 イ ト マ ン 大  阪 2177 松吉　久遠 ﾏﾂﾖｼ ｸｵﾝ 小5 2:07.39
ｲﾄﾏﾝ 小学 2178 橋爪　多聞 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾓﾝ 小5

１０歳以下 2179 長瀬　奏詩 ﾅｶﾞｾ ｿｳｼ 小4
2180 櫻井　柚輝 ｻｸﾗｲ ﾕｽﾞｷ 小4

7

8

9
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2組
0 310 ＪＳＳ中川 愛  知 1892 加藤　千翔 ｶﾄｳ ｾﾝﾄ 小5 2:06.08

JSSﾅｶｶﾞﾜ 小学 1893 萬代　空良 ﾏﾝﾀﾞｲ ｿﾗ 小5
１０歳以下 1894 服部　晃大 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ 小4

1891 野倉　壮太 ﾉｸﾗ ｿｳﾀ 小5

1 60 スウィン熊谷 埼  玉 400 武田　理玖 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸ 小4 2:04.68
SWｸﾏｶﾞﾔ 小学 398 横田　史哉 ﾖｺﾀ ﾌﾐﾔ 小5

１０歳以下 397 中村　　周 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 小5
399 本谷　斗睦 ﾎﾝﾔ ﾄﾑ 小4

2 67 アテナＡＭＣ 埼  玉 439 庭野　恭一 ﾆﾜﾉ ｷｮｳｲﾁ 小5 2:04.23
Athena 小学 438 中川　　豪 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳ 小5

１０歳以下 437 峰岸　悠伍 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳｺﾞ 小5
440 菊村　　遥 ｷｸﾑﾗ ﾊﾙ 小4

3 203 世田谷ＳＳ 東  京 1154 鈴木　維人 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 小5 2:02.38
ｾﾀｶﾞﾔSS 小学 1155 鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小5

１０歳以下 1156 粉生　　薫 ｺﾓｳ ｶｵﾙ 小3
1153 水上　翔太 ﾐｽﾞｶﾐ ｼｮｳﾀ 小5

4 90 スウィン越谷 埼  玉 546 幸田　大和 ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小5 2:01.40
SWｺｼｶﾞﾔ 小学 550 中山　虎心 ﾅｶﾔﾏ ｺｼﾝ 小4

１０歳以下 547 岩間　晄希 ｲﾜﾏ ｺｳｷ 小5
548 熱田　　丈 ｱﾂﾀ ｼﾞｮｳ 小4

5 77 スウィン埼玉 埼  玉 484 山本　颯人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 小4 2:01.79
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 小学 483 大野　佑真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小5

１０歳以下 485 野澤　悠翔 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 小4
482 松本　輝希 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙｷ 小5

6 220 林水泳教室 神奈川 1254 木山　誠大 ｷﾔﾏ ｾｲﾀﾞｲ 小5 2:02.94
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 小学 1255 升田　比呂 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛ 小5

１０歳以下 1256 金子　叶琉 ｶﾈｺ ｶﾅﾙ 小5
1253 大貫　海来 ｵｵﾇｷ ﾐﾗｲ 小5

7 129 柏洋・柏 千  葉 720 沼田　晴瑠 ﾇﾏﾀ ﾊﾙ 小5 2:04.43
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 小学 721 橋本　侑真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 小5

１０歳以下 722 髙田　柊介 ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 小5
723 諸星　直生 ﾓﾛﾎｼ ﾅｵｷ 小4

8 38 御幸ヶ原ＳＳ 栃  木 272 安齋　颯佑 ｱﾝｻﾞｲ ｿｳｽｹ 小5 2:05.50
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 小学 273 佐々木裕飛 ｻｻｷ ﾕｳﾋ 小4

１０歳以下 270 山口虎太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 小5
271 武者　秀明 ﾑｼｬ ﾋﾃﾞｱｷ 小5

9 43 スウィン前橋 群  馬 317 佐藤　大嘉 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 小5 2:06.77
SWﾏｴﾊﾞｼ 小学 316 室橋　広人 ﾑﾛﾊｼ ﾋﾛﾄ 小5

１０歳以下 315 荻野　卓歩 ｵｷﾞﾉ ﾀｸﾎ 小5
318 長沼　奏斗 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾅﾄ 小4
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3組
0 274 JSSジャンボ 新  潟 棄権

JSSｼﾞｬﾝﾎ 一般
１０歳以下

1 163 東京ＳＣ 東  京 926 白根　匠隼 ｼﾗﾈ ｼｭﾝ 小5 2:04.61
ﾄｳｷｮｳSC 小学 925 川鍋　瑞穂 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 小5

１０歳以下 924 吉澤　　謙 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝ 小5
928 永井　歩朋 ﾅｶﾞｲ ｱﾙﾄ 小4

2 251 ｲﾄﾏﾝ横須賀 神奈川 1393 山口　久馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾏ 小4 2:04.11
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 小学 1392 岡見　樹歩 ｵｶﾐ ｲﾂﾎ 小5

１０歳以下 1395 原　　悠太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 小4
1391 増田　　櫂 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 小5

3 25 あかやまＳＳ 茨  城 棄権
ｱｶﾔﾏSS 一般

１０歳以下

4 106 ｽｳｨﾝ春日部 埼  玉 622 関　竜太郎 ｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小5 2:01.29
SWｶｽｶﾍﾞ 小学 623 坂下　怜央 ｻｶｼﾀ ﾚｵ 小4

１０歳以下 624 小藤　良太 ｺﾌｼﾞ ﾘｮｳﾀ 小4
621 油井　麗斗 ﾕｲ ﾚﾝﾄ 小5

5 18 SW大教二本松 福  島 170 井川　愛斗 ｲｶﾞﾜ ｱｲﾄ 小5 2:01.60
SWﾆﾎﾝﾏﾂ 小学 169 久能　蒼輔 ｸﾉｳ ｿｳｽｹ 小5

１０歳以下 172 横山　道万 ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾏ 小4
171 松山　輝里 ﾏﾂﾔﾏ ｷﾘ 小5

6 425 ジャパン丸亀 香  川 2682 川内　勇貴 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 小4 2:02.84
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 小学 2680 山本　翔悟 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 小5

１０歳以下 2681 梶　　千采 ｶｼﾞ ﾁｳﾈ 小4
2678 倉橋　龍世 ｸﾗﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 小5

7 154 金町ＳＣ 東  京 864 福井　陽彩 ﾌｸｲ ﾋｲﾛ 小4 2:04.38
ｶﾅﾏﾁSC 小学 862 上野　虹平 ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ 小5

１０歳以下 865 水谷　　蓮 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚﾝ 小4
863 木下　祐人 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 小5

8 190 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 東  京 1045 笹川　　隼 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 小5 2:05.49
AQLUB HO 小学 1047 佐々木悠成 ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 小5

１０歳以下 1044 澤本　海楓 ｻﾜﾓﾄ ｶｲｷ 小5
1046 中島　大稀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 小5

9 6 ｲﾄﾏﾝ札幌北口 北海道 47 菊地　璃央 ｷｸﾁ ﾘｵ 小5 2:06.66
ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ 小学 49 須田　真斗 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾄ 小4

１０歳以下 48 小田恒ノ輔 ｵﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 小4
46 藤田　啓人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 小5
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4組
0 296 ｲﾄﾏﾝ春日井 愛  知 1791 徳永　拓也 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 小5 2:05.56

ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ 小学 1792 牛塲　悠太 ｳｼﾊﾞ ﾕｳﾀ 小5
１０歳以下 1790 板持康太郎 ｲﾀﾓﾁ ｺｳﾀﾛｳ 小5

1793 伊藤　良晟 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 小4

1 395 コナミ東加古 兵  庫 2402 濱口　　敬 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ 小5 2:04.55
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 小学 2403 原田　夏響 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 小4

１０歳以下 2404 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 小4
2401 外薗　大和 ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ 小5

2 156 太陽教育ＳＣ 東  京 895 澤村　　碧 ｻﾜﾑﾗ ｱｵｲ 小4 2:03.40
TKSC 小学 897 南　　徹平 ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

１０歳以下 896 関　　智臣 ｾｷ ﾄﾓｵﾐ 小4
894 井田　優大 ｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 小5

3 180 コナミ西葛西 東  京 1004 矢﨑　　薫 ﾔｻﾞｷ ｶｵﾙ 小5 2:02.10
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 小学 1003 正木　海翔 ﾏｻｷ ｶｲﾄ 小5

１０歳以下 1006 渡邊　真海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｶｲ 小4
1005 井上　　蓮 ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 小5

4 224 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 神奈川 1274 山崎　浩文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 小5 1:59.30
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学 1276 佐藤　　佑 ｻﾄｳ ﾀｽｸ 小5

１０歳以下 1273 泉　　翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 小5
1275 花井　奏太 ﾊﾅｲ ｿｳﾀ 小5

5 175 藤村ＳＳ 東  京 964 山﨑　隼翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 小5 2:01.57
ﾌｼﾞﾑﾗSS 小学 966 池畑　絢翔 ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾄ 小4

１０歳以下 965 榊原　徳馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｸﾏ 小5
967 加藤　人和 ｶﾄｳ ﾄﾜ 小4

6 196 コナミ船堀 東  京 1089 竹内凛太朗 ﾀｹｳﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5 2:02.68
ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ 小学 1087 須賀　勇毅 ｽｶﾞ ﾕｳｷ 小5

１０歳以下 1088 宇田川裕太 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小5
1090 松下　　煌 ﾏﾂｼﾀ ﾋｶﾙ 小5

7 47 ﾙﾈｻﾝｽ新所沢 埼  玉 343 坂本　琳紅 ｻｶﾓﾄ ﾘﾝｸ 小5 2:04.32
ﾙ･ｼﾝﾄｺﾛｻ 小学 345 宇治　夢斗 ｳｼﾞ ﾕﾒﾄ 小4

１０歳以下 346 坂田　勇斗 ｻｶﾀ ﾕｳﾄ 小4
344 尾田　　充 ｵﾀﾞ ﾐﾂﾙ 小4

8 292 イトマン中村 愛  知 1769 田島ノエル光陽 ﾀｼﾞﾏ ﾉｴﾙｺｳﾖｳ 小5 2:04.83
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 小学 1770 安部侑衣友 ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ 小5

１０歳以下 1771 東　奏太朗 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 小4
1768 山田時史朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｼﾛｳ 小5

9 360 枚方SS香里 大  阪 2207 前田　颯太 ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 小5 2:06.45
ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ 小学 2209 湯上憲偉太 ﾕﾉｳｴ ｹｲﾀ 小5

１０歳以下 2208 三谷　佳史 ﾐﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 小5
2210 辻下　桐丞 ﾂｼﾞｼﾀ ﾄｳｽｹ 小4
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