
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   1:37.77
競技No. :  46 男子 4x50m メドレーリレー 予選

１０歳以下 大会記録   2:10.60

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 37 御幸ヶ原ＳＳ 栃  木 271 武者　秀明 ﾑｼｬ ﾋﾃﾞｱｷ 小5 2:19.87
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 小学 274 佐々木湊人 ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 小4

１０歳以下 272 安齋　颯佑 ｱﾝｻﾞｲ ｿｳｽｹ 小5
273 佐々木裕飛 ｻｻｷ ﾕｳﾋ 小4

2 157 太陽教育ＳＣ 東  京 896 関　　智臣 ｾｷ ﾄﾓｵﾐ 小4 2:17.62
TKSC 小学 893 渡辺　理生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 小5

１０歳以下 895 澤村　　碧 ｻﾜﾑﾗ ｱｵｲ 小4
897 南　　徹平 ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

3 89 スウィン鷲宮 埼  玉 529 栗原　聖空 ｸﾘﾊﾗ ｼｮｱ 小5 2:16.42
SWﾜｼﾐﾔ 小学 531 坂爪　心温 ｻｶﾂﾒ ｼｵﾝ 小4

１０歳以下 532 吉田　湊登 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ 小4
530 川上　颯大 ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 小4

4 179 藤村ＳＳ 東  京 965 榊原　徳馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｸﾏ 小5 2:14.14
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 964 山﨑　隼翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 小5
967 加藤　人和 ｶﾄｳ ﾄﾜ 小4

5 64 アテナＡＭＣ 埼  玉 441 塚田　亮真 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 小4 2:15.15
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
439 庭野　恭一 ﾆﾜﾉ ｷｮｳｲﾁ 小5

6 162 東京ＳＣ 東  京 926 白根　匠隼 ｼﾗﾈ ｼｭﾝ 小5 2:17.42
ﾄｳｷｮｳSC 小学 929 渡邉　颯斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 小4

１０歳以下 924 吉澤　　謙 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝ 小5
925 川鍋　瑞穂 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 小5

7 431 フィッタ松山 愛  媛 2734 山田　朔久 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸ 小5 2:18.09
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 2733 藤並　拓郎 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｸﾛｳ 小5
2735 久保　嘉輝 ｸﾎﾞ ﾖｼｷ 小4

8 363 イトマン江坂 大  阪 2233 石橋優毅斗 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷﾄ 小5 2:21.49
ｲﾄﾏﾝｴｻｶ 小学 2234 古賀　瑛翔 ｺｶﾞ ｴｲﾄ 小5

１０歳以下 2236 寺井　裕太 ﾃﾗｲ ﾕｳﾀ 小4
2235 城　悠太朗 ｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾛｳ 小4
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2組
0

1 287 金沢SC小立野 石  川 1678 横地　竜輝 ﾖｺｼﾞ ﾀﾂｷ 小4 2:19.02
ｶﾅｻﾞﾜSCｺ 小学 1680 橘　　希仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾋﾄ 小4

１０歳以下 1677 谷内　瑛仁 ﾔﾁ ｴｲｼﾞ 小4
1679 新井　　黎 ｱﾗｲ ﾚｲ 小4

2 148 金町ＳＣ 東  京 863 木下　祐人 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 小5 2:17.47
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
864 福井　陽彩 ﾌｸｲ ﾋｲﾛ 小4

3 426 ジャパン丸亀 香  川 2678 倉橋　龍世 ｸﾗﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 小5 2:16.27
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 小学 2679 秋山宗史朗 ｱｷﾔﾏ ｿｳｼﾛｳ 小5

１０歳以下 2682 川内　勇貴 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 小4
2680 山本　翔悟 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 小5

4 81 スウィン埼玉 埼  玉 483 大野　佑真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小5 2:13.78
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 小学 485 野澤　悠翔 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 小4

１０歳以下 484 山本　颯人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 小4
482 松本　輝希 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙｷ 小5

5 27 あかやまＳＳ 茨  城 棄権
ｱｶﾔﾏSS 一般

１０歳以下

6 235 ヨコハマＳＣ 神奈川 1305 太田　空心 ｵｵﾀ ｸｳｼﾝ 小5 2:17.40
ﾖｺﾊﾏSC 小学 1306 天野　航希 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 小4

１０歳以下 1307 川原　大治 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 小4
1308 齋藤　英信 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 小4

7 184 コナミ西葛西 東  京 1005 井上　　蓮 ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 小5 2:17.73
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 小学 1007 白岩　　湊 ｼﾗｲﾜ ﾐﾅﾄ 小4

１０歳以下 1003 正木　海翔 ﾏｻｷ ｶｲﾄ 小5
1004 矢﨑　　薫 ﾔｻﾞｷ ｶｵﾙ 小5

8 191 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 東  京 1046 中島　大稀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 小5 2:20.40
AQLUB HO 小学 1044 澤本　海楓 ｻﾜﾓﾄ ｶｲｷ 小5

１０歳以下 1045 笹川　　隼 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 小5
1047 佐々木悠成 ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 小5
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3組
0 354 イ ト マ ン 大  阪 2180 櫻井　柚輝 ｻｸﾗｲ ﾕｽﾞｷ 小4 2:21.51

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 2177 松吉　久遠 ﾏﾂﾖｼ ｸｵﾝ 小5

2179 長瀬　奏詩 ﾅｶﾞｾ ｿｳｼ 小4

1 449 ＫＳＧときわ 福  岡 2819 川端　大翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 小5 2:18.14
KSGﾄｷﾜSS 小学 2817 河田　暖人 ｶﾜﾀ ﾊﾙﾄ 小5

１０歳以下 2820 林　　雄大 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 小5
2818 毛利　　奏 ﾓｳﾘ ｶﾅﾄ 小5

2 249 ｲﾄﾏﾝ横須賀 神奈川 1391 増田　　櫂 ﾏｽﾀﾞ ｶｲ 小5 2:17.42
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 小学 1394 堀　　圭佑 ﾎﾘ ｹｲｽｹ 小4

１０歳以下 1395 原　　悠太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 小4
1393 山口　久馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾏ 小4

3 225 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 神奈川 1273 泉　　翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 小5 2:15.78
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学 1277 鈴木　耀太 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 小4

１０歳以下 1274 山崎　浩文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 小5
1276 佐藤　　佑 ｻﾄｳ ﾀｽｸ 小5

4 107 ｽｳｨﾝ春日部 埼  玉 622 関　竜太郎 ｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小5 2:12.03
SWｶｽｶﾍﾞ 小学 620 椿　　琉空 ﾂﾊﾞｷ ﾙｱ 小5

１０歳以下 621 油井　麗斗 ﾕｲ ﾚﾝﾄ 小5
623 坂下　怜央 ｻｶｼﾀ ﾚｵ 小4

5 331 イトマン京都 京  都 2085 植田結太朗 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 小5 2:14.48
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 小学 2086 真辺凛太朗 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小4

１０歳以下 2084 橋本　颯太 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 小5
2087 岩鼻　幸輝 ｲﾜﾊﾅ ｺｳｷ 小4

6 321 岐阜ＳＳ 岐  阜 1990 後藤　陽紀 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 小5 2:16.73
ｷﾞﾌSS 小学 1993 林　　寛太 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 小4

１０歳以下 1991 林　　星冴 ﾊﾔｼ ｾｲｺﾞ 小5
1992 井口　葵斗 ｲｸﾞﾁ ｱｵﾄ 小5

7 19 SW大教二本松 福  島 170 井川　愛斗 ｲｶﾞﾜ ｱｲﾄ 小5 2:17.65
SWﾆﾎﾝﾏﾂ 小学 172 横山　道万 ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾏ 小4

１０歳以下 169 久能　蒼輔 ｸﾉｳ ｿｳｽｹ 小5
171 松山　輝里 ﾏﾂﾔﾏ ｷﾘ 小5

8 91 スウィン越谷 埼  玉 546 幸田　大和 ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小5 2:20.38
SWｺｼｶﾞﾔ 小学 549 藤崎　颯天 ﾌｼﾞｻｷ ｿｳﾀ 小4

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