
第27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     
競泳競技                                          
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:43.61
１０歳以下          大会記録  2:15.09

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 マコトSC 2081 山崎　哲寛 ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾋﾛ 小4

ﾏｺﾄSC 学童 2082 山田　湧介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小4
2083 八舟　　翼 ﾔﾌﾈ ﾂﾊﾞｻ 小4
2085 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 小3

2 東急ＳＣ 1352 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 小4
ﾄｳｷｭｳSC 学童 1349 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 小4

1350 森　　雅和 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 小5
1348 笹渕　　海 ｻｻﾌﾞﾁ ｶｲ 小5

3 イトマン北本 429 荏原　　翼 ｴﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 小5
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 439 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 小4

436 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 小5
433 宮内　将吾 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 小4

4 ＪＳＳニホー 2182 福原　佳樹 ﾌｷﾊﾗ ﾖｼｷ 小4
JSSﾆﾎｰ 学童 2184 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 小5

2181 湯川　椋平 ﾕｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 小5
2176 篠田　悠悟 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 小5

5 イトマン埼玉 559 樋浦　佑亮 ﾋｳﾗ ﾕｳｽｹ 小5
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 574 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 小4

562 宇野澤　聖 ｳﾉｻﾞﾜ ｼｮｳ 小4
564 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 小4

6 枚方ＳＳ 2027 後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2032 長谷川平蔵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾍｲｿﾞｳ 小4

2037 名迫　智哉 ﾅｻｺ ﾄﾓﾔ 小5
2029 神原　慶太 ｶﾝﾊﾞﾗ ｹｲﾀ 小5

7 ヨコハマＳＣ 1292 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 小5
ﾖｺﾊﾏSC 学童 1290 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 小5

1294 坂根　優稀 ｻｶﾈ ﾕｳｷ 小4
1291 岡田　陶利 ｵｶﾀﾞ ﾀｳﾄ 小5

8 かしまＡＺ 1186 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1172 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 小5

1181 青木　雅貴 ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ 小5
1174 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 小4

9 イトふじみ野 663 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 小4
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 664 中野　泰史 ﾅｶﾉ ﾔｽﾌﾐ 小4

653 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小4
654 椛澤　大輔 ｶﾊﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 小5

10 世田谷ＳＳ 1112 田畑　寿起 ﾀﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 小5
ｾﾀｶﾞﾔSS 学童 1108 横関　滉樹 ﾖｺｾﾞｷ ｺｳｷ 小5

1111 赤沼　　諒 ｱｶﾇﾏ ﾘｮｳ 小5
1106 阿久津照幸 ｱｸﾂ ﾃﾙﾕｷ 小4
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スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:43.61
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 鎌倉ＳＳ 1314 山田　洋介 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 小4

ｶﾏｸﾗSS 学童 1318 長井　琢磨 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 小4
1317 大胡　貴也 ｵｵｺ ﾀｶﾔ 小5
1313 坂井　健太 ｻｶｲ ｹﾝﾀ 小4

2 ｲﾄﾏﾝ大宮南 594 小曽根將人 ｵｿﾞﾈ ﾏｻﾄ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 595 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 小3

600 木戸　一樹 ｷﾄﾞ ｶｽﾞｷ 小5
597 杉本　悠樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 小5

3 イトマン大宮 409 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 419 中島　圭佑 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 小5

420 島田　哲朗 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 小4
412 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 小3

4 セキタＳＣ 1453 河本　祐太 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 小5
ｾｷﾀSC 学童 1457 上之原一輝 ｶﾐﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 小5

1469 堀内　健太 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾀ 小5
1470 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 小4

5 イトマ伊勢崎 335 五十嵐研治 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 小5
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 学童 337 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 小4

333 吉田　匠汰 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小5
336 今泉　匡介 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｷｮｳｽｹ 小5

6 イトマン守口 1970 藤戸　雅暢 ﾌｼﾞﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 小5
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 学童 1969 津村　一輝 ﾂﾑﾗ ｲｯｷ 小5

1968 大田　一貴 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 小4
1963 五味　良磨 ｺﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 小5

7 イトマン鴻巣 607 成澤　千樹 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 603 高田　修平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ 小3

602 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 小5
604 志村　貴史 ｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 小4

8 サンライン 553 板谷　尚樹 ｲﾀﾔ ﾅｵｷ 小4
ｻﾝﾗｲﾝ 学童 545 菊地原正憲 ｷｸﾁﾊﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ 小5

544 遠藤　達也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 小5
551 川島　　大 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲ 小5

9 東武ＳＳ 1236 大月　恭平 ｵｵﾂｷ ｷｮｳﾍｲ 小4
ﾄｳﾌﾞSS 学童 1234 山崎　健幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾕｷ 小5

1230 伊藤　一星 ｲﾄｳ ｲｯｾｲ 小5
1237 鷲尾　春紀 ﾜｼｵ ﾊﾙｷ 小4

10 イトマン鷲宮 616 本間　　陸 ﾎﾝﾏ ﾘｸ 小4
ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 学童 617 根岸　新一 ﾈｷﾞｼ ｼﾝｲﾁ 小4

620 小峯　千輝 ｺﾐﾈ ｶｽﾞｷ 小5
615 福井　幸大 ﾌｸｲ ﾕｷﾋﾛ 小5
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