
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. :  20 男子 4x50m フリーリレー 予選

１１～１２歳 大会記録   1:45.71

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
0 317 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 愛  知 1954 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小6 1:54.29

ﾙ･ｼﾞﾓｸｼﾞ 一般 1952 松本　侃大 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾀ 中1
１１～１２歳1955 松村　悠貴 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 小6

1953 渡邉　悠叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小6

1 112 曽谷ｾﾝﾄﾗﾙ 千  葉 654 久永　和平 ﾋｻﾅｶﾞ ﾜﾍｲ 小6 1:54.07
ｿﾔｾﾝﾄﾗﾙ 一般 653 石井　赳大 ｲｼｲ ｷｭｳﾀ 小6

１１～１２歳652 山根　有和 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾜ 中1
655 滝浪　悠斗 ﾀｷﾅﾐ ﾕｳﾄ 小6

2 322 イトマン守山 滋  賀 2021 西田　　優 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳ 中1 1:54.00
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔﾏ 中学 2020 南堀　孝介 ﾐﾅﾐﾎﾞﾘ ｺｳｽｹ 中1

１１～１２歳2022 伴野　恵麻 ﾊﾞﾝﾉ ｹｲﾏ 中1
2019 堀井　悠生 ﾎﾘｲ ﾕｳｷ 中1

3 445 ＫＳＧときわ 福  岡 2814 毛利　　尊 ﾓｳﾘ ﾀｹﾙ 中1 1:53.87
KSGﾄｷﾜSS 一般 2813 上田　理心 ｳｴﾀﾞ ﾘｼﾝ 中1

１１～１２歳2816 喜田　馨太 ｷﾀﾞ ｹｲﾀ 小6
2815 渡辺　泰史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｼ 中1

4 2 アブロス日新 北海道 17 大林　颯生 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 小6 1:53.77
A.ﾆｯｼﾝ 一般 14 髙橋　　昊 ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳ 中1

１１～１２歳16 棚澤　昊士 ﾀﾅｻﾜ ｿﾗﾄ 小6
15 熊谷　　篤 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｼ 中1

5 459 ジェル鹿児島 鹿児島 2907 山衛守礼央 ﾔﾏｴﾓﾘ ﾚｵ 中1 1:53.81
ｼﾞｪﾙｶｺﾞ 中学 3003 森山　瑛志 ﾓﾘﾔﾏ ｴｲｼ 中1

１１～１２歳3001 柳川　　翔 ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｮｳ 中1
3002 西元　望裕 ﾆｼﾓﾄ ﾐﾋﾛ 中1

6 46 スウィン太田 群  馬 325 五味　幸希 ｺﾞﾐ ｺｳｷ 中1 1:53.90
SWｵｵﾀ 一般 327 権田政一郎 ｺﾞﾝﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 小6

１１～１２歳326 峯　　拓未 ﾐﾈ ﾀｸﾐ 小6
328 茂木　玄虎 ﾓﾃｷﾞ ﾊﾙﾄﾗ 小5

7 401 イトマン神戸 兵  庫 2408 北嶋　尚人 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 中1 1:54.01
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 一般 2409 土岐　龍雅 ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ 小6

１１～１２歳2407 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 中1
2410 草野　克仁 ｸｻﾉ ｶﾂﾄ 小6

8 306 稲沢ＳＳ 愛  知 1860 西田　　暁 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾙ 小6 1:54.16
ｲﾅｻﾞﾜSS 一般 1857 西村　有生 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ 中1

１１～１２歳1859 宇佐美惺哉 ｳｻﾐ ｾｲﾔ 小6
1858 小澤悠大朗 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 小6
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競技No. :  20 男子 4x50m フリーリレー 予選

１１～１２歳 大会記録   1:45.71
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2組
0 208 ＪＳＳ八王子 東  京 1186 久保　歩拓 ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 中1 1:51.50

JSSﾊﾁｵｳｼ 一般 1185 奈良　蓮音 ﾅﾗ ﾚｵﾝ 中1
１１～１２歳1187 村永　龍章 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ 小6

1184 堺　　由貴 ｻｶｲ ﾖｼﾀｶ 中1

1 115 VERDI 千  葉 685 羽鳥　晴真 ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾏ 小6 1:51.11
VERDI 一般 683 髙石　悠斗 ﾀｶｲｼ ﾕｳﾄ 中1

１１～１２歳684 小出　啓斗 ｺｲﾃﾞ ｹｲﾄ 中1
682 大槻　健翔 ｵｵﾂｷ ｹﾝﾄ 中1

2 101 ｽｳｨﾝ南越谷 埼  玉 593 中島　橙吾 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｳｺﾞ 小6 1:50.84
SWﾅﾝｺｼ 一般 594 洪　　亜路 ﾎﾝ ｱﾛ 小6

１１～１２歳595 堀之内壮太 ﾎﾘﾉｳﾁ ｿｳﾀ 小6
592 桶作　英煌 ｵｹｻｸ ｴｲｺｳ 中1

3 139 ＪＳＳ大原 千  葉 784 齋藤　航輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 小6 1:50.09
JSSｵｵﾊﾗ 一般 785 三神寿之佑 ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 小6

１１～１２歳783 三枝　慶吾 ｻｴｸﾞｻ ｹｲｺﾞ 小6
782 横山　　哲 ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 中1

4 29 Ａ・セレーナ 茨  城 222 大塚　逸生 ｵｵﾂｶ ｲﾂｷ 中1 1:49.02
ｱｯｸｱｾﾚｰﾅ 一般 221 伏木　陸人 ﾌｼｷ ﾘｸﾄ 中1

１１～１２歳224 茂木　駿佑 ﾓﾃｷ ｼｭﾝｽｹ 小6
223 小林　　力 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 小6

5 450 ＫＳＧ柳川 福  岡 2843 松見　琉人 ﾏﾂﾐ ﾘｭｳﾄ 小6 1:49.69
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 一般 2842 木下　脩瑛 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳｴｲ 小6

１１～１２歳2841 松藤　祐聖 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ 中1
2840 西田　瑞稀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 中1

6 93 スウィン越谷 埼  玉 542 寺下　大和 ﾃﾗｼﾀ ﾔﾏﾄ 中1 1:50.67
SWｺｼｶﾞﾔ 一般 544 城　　碧翔 ｼﾞｮｳ ｱｵﾄ 小6

１１～１２歳545 木尾　悠人 ｷｵ ﾊﾙﾄ 小6
543 森　燦士郎 ﾓﾘ ｻﾝｼﾛｳ 中1

7 212 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 東  京 1207 端迫　大雅 ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ 中1 1:51.01
CSﾒｸﾞﾛ 一般 1209 椎橋　泉城 ｼｲﾊﾞｼ ﾐｽﾞｷ 小6

１１～１２歳1208 遊馬　誠智 ｱｽﾏ ｾｲﾁ 中1
1210 齊藤　　白 ｻｲﾄｳ ﾊｸ 小6

8 166 東京ＳＣ 東  京 923 平山　　悠 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ 小5 1:51.36
ﾄｳｷｮｳSC 一般 921 ｺﾛﾝﾎﾞ麗生 ｺﾛﾝﾎﾞ ﾚｵ 小6

１１～１２歳919 金子幸之助 ｶﾈｺ ｺｳﾉｽｹ 中1
920 河井　一桜 ｶﾜｲ ｲｯｻ 小6

9 311 ＪＳＳ一宮 愛  知 1899 原科佐久斗 ﾊﾗｼﾅ ｻｸﾄ 小6 1:53.75
JSSｲﾁﾉﾐﾔ 一般 1898 近藤　海斗 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 小6

１１～１２歳1900 野田　晃矢 ﾉﾀﾞ ｺｳﾔ 小6
1897 田中　孝來 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 中1
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競技No. :  20 男子 4x50m フリーリレー 予選

１１～１２歳 大会記録   1:45.71

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

3組
0 390 塚口ＳＳ 兵  庫 2381 福井　寛人 ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ 中1 1:51.45

ﾂｶｸﾞﾁSS 一般 2382 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 中1
１１～１２歳2380 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 中1

2383 木本　怜良 ｷﾓﾄ ﾚｵ 小6

1 103 ｽｳｨﾝ春日部 埼  玉 619 時田　恵多 ﾄｷﾀﾞ ｹｲﾀ 小6 1:51.05
SWｶｽｶﾍﾞ 一般 615 藤田　青空 ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ 中1

１１～１２歳617 阿部　壮獅 ｱﾍﾞ ｿｳｼ 中1
618 村上　　力 ﾑﾗｶﾐ ﾘｷ 小6

2 34 ｲﾄﾏﾝ古河 茨  城 250 星野　幹太 ﾎｼﾉ ｶﾝﾀ 小6 1:50.79
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 一般 251 山中　悠飛 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾋ 小5

１１～１２歳248 篠﨑　準平 ｼﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中1
249 福地　柊吾 ﾌｸﾁ ﾄｳｱ 中1

3 362 イトマン江坂 大  阪 棄権
ｲﾄﾏﾝｴｻｶ 一般

１１～１２歳

4 48 スウィン大宮 埼  玉 352 岸上　晃大 ｷｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 中1 1:48.71
SWｵｵﾐﾔ 一般 353 福田　修磨 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ 中1

１１～１２歳351 石橋　　悠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ 中1
354 黒崎那生矢 ｸﾛｻｷ ﾀﾞｲﾔ 小6

5 152 金町ＳＣ 東  京 857 鳥山　雄生 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 中1 1:49.33
ｶﾅﾏﾁSC 一般 858 菊池　　有 ｷｸﾁ ﾕｳ 中1

１１～１２歳856 實藤　利信 ｻﾈﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ 中1
861 白濱　碧太 ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ 小5

6 374 枚方ＳＳ 大  阪 2292 入井　龍輝 ｲﾘｲ ﾀﾂｷ 小6 1:50.48
ﾋﾗｶﾀSS 一般 2290 中川　太芯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ 中1

１１～１２歳2291 大橋　　信 ｵｵﾊｼ ｼﾝ 中1
2289 長谷川奏斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 中1

7 57 スウィン北本 埼  玉 387 新井　風人 ｱﾗｲ ｶｻﾞﾄ 小6 1:50.93
SWｷﾀﾓﾄ 一般 385 広江　夏望 ﾋﾛｴ ﾅﾓ 中1

１１～１２歳388 齋藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 小6
386 神﨑　蒼生 ｶﾝｻﾞｷ ｱｵｲ 中1

8 96 スウィン坂戸 埼  玉 569 尾﨑　琳斗 ｵｻﾞｷ ﾘﾝﾄ 中1 1:51.17
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 一般 570 スボタヒロ ｽﾎﾞﾀ ﾋﾛ 小6

１１～１２歳571 小坂譲二朗 ｺｻｶ ｼﾞｮｳｼﾞﾛｳ 小6
572 白旗爽太郎 ｼﾗﾊﾀ ｿｳﾀﾛｳ 小5

9 356 イ ト マ ン 大  阪 2174 川原幸汰朗 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 小6 1:53.39
ｲﾄﾏﾝ 一般 2173 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 中1

１１～１２歳2172 櫻井　遥翔 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ 中1
2175 大塚　陽飛 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾋ 小6
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4組
0 228 コナミ林間 神奈川 1285 関　　一颯 ｾｷ ｲﾌﾞｷ 中1 1:51.40

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 一般 1287 勝本　陸生 ｶﾂﾓﾄ ﾘｸｵ 小6
１１～１２歳1286 柴田　友哉 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ 中1

1288 嶋田　　汐 ｼﾏﾀﾞ ｼｵ 小6

1 83 ｽｳｨﾝ大宮南 埼  玉 502 小原　聡太 ｺﾊﾗ ｿｳﾀ 中1 1:51.05
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 一般 505 鶴川　眞斗 ﾂﾙｶﾜ ﾏﾅﾄ 小6

１１～１２歳501 安田廉太郎 ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 中1
503 宮田　　銀 ﾐﾔﾀ ｷﾞﾝ 中1

2 424 ジャパン高松 香  川 2670 德田　崇真 ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾏ 小6 1:50.73
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ 小学 2672 稲垣　結仁 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 小6

１１～１２歳2673 髙岡　　奏 ﾀｶｵｶ ｿｳ 小6
2671 土居純一郎 ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 小6

3 137 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 千  葉 759 手嶋　凌久 ﾃｼﾏ ﾘｸ 中1 1:49.73
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 一般 760 森山　大地 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 中1

１１～１２歳761 森下　周馬 ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳﾏ 小6
758 相葉　拓斗 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾄ 中1

4 15 秋田ＡＣ 秋  田 135 伊藤　竜弥 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 中1 1:48.40
ｱｷﾀAC 中学 137 加藤　　陽 ｶﾄｳ ﾊﾙ 中1

１１～１２歳133 伊藤　　碧 ｲﾄｳ ｱｵ 中1
136 髙橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 中1

5 394 ＪＳＳ三木 兵  庫 2397 鎌田　　輝 ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ 中1 1:49.22
JSSﾐｷ 中学 2396 薮西　貴裕 ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 中1

１１～１２歳2394 長谷　晄士 ﾊｾ ﾃﾙﾄ 中1
2395 谷口　花丸 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ 中1

6 222 アクラブ藤沢 神奈川 1263 山口　凌巧 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 中1 1:50.42
AQLUB FJ 一般 1264 日吉　多聞 ﾋﾖｼ ﾀﾓﾝ 中1

１１～１２歳1266 杉浦　元太 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾞﾝﾀ 小5
1265 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 中1

7 45 スウィン前橋 群  馬 314 関　　幹太 ｾｷ ｶﾝﾀ 小6 1:50.91
SWﾏｴﾊﾞｼ 一般 313 永田コトリ ﾅｶﾞﾀ ｺﾄﾘ 小6

１１～１２歳312 藤井　　陽 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 小6
311 柳澤　正人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 中1

8 61 SW大教大宮東 埼  玉 405 櫻庭　蒼紫 ｻｸﾗﾊﾞ ｿｳｼ 中1 1:51.17
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 一般 407 加藤　有偉 ｶﾄｳ ﾕｳｲ 小6

１１～１２歳406 辻橋　孝亮 ﾂｼﾞﾊｼ ｺｳｽｹ 中1
408 大城　圭汰 ｵｵｼﾛ ｹｲﾀ 小6

9 434 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 愛  媛 2740 兵頭虎太朗 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ 中1 1:51.56
ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 一般 2743 小松　久人 ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ 小6

１１～１２歳2742 大森　真慶 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ 小6
2741 大石　陵雅 ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ 中1
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