
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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:43.61
１１～１２歳        大会記録  2:00.48

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＪＳＳニホー 2179 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 中1
JSSﾆﾎｰ 2177 出井　義也 ｲｽﾞｲ ﾖｼﾔ 中1

2175 安西　　信 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 小6
2178 森　　充広 ﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 中1

4 イトマン昭島 1152 大橋　啓史 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 1151 斉藤　茂和 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 中1

1156 浜野　　誠 ﾊﾏﾉ ﾏｺﾄ 小6
1148 山田　圭太 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 小6

5 大館ＳＳ 144 越後　智裕 ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ 小6
ｵｵﾀﾞﾃSS 150 奈良　一磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 小6

147 石田　昂紀 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 中1
149 田村　光貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 小6

6 フィッツＳＣ 1585 渡辺　陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 小6
ﾌｨｯﾂSC 1583 大礒　裕輝 ｵｵｲｿ ﾕｳｷ 中1

1582 村上　脩人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 小6
1580 花形　　豊 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 小6

7 イトマン北本 430 加藤　嗣未 ｶﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 440 毛利　一仁 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾄ 中1

437 小川　真生 ｵｶﾞﾜ ﾏｵ 中1
435 国分　照太 ｺｸﾌﾞﾝ ﾃﾙﾀ 小6

8 イトマン西神 2207 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ 中1
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 2219 堤　　貴大 ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 小6

2220 土井　大輔 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 中1
2209 高瀬晋太郎 ﾀｶｾ ｼﾝﾀﾛｳ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
1

2

3 東京ＳＣ 897 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 905 佐々木一生 ｻｻｷ ｲｯｾｲ 小6

915 中山　大河 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 小6
920 那須　駿介 ﾅｽ ｼｭﾝｽｹ 中1

4 コナミ西葛西 970 友行　耕平 ﾄﾓﾕｷ ｺｳﾍｲ 中1
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 956 関野　　亮 ｾｷﾉ ﾘｮｳ 中1

962 菅野　大貴 ｽｶﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 中1
972 露崎　真基 ﾂﾕｻｷ ﾏｻｷ 小6

5 ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 1541 前田　時生 ﾏｴﾀﾞ ﾄｷｵ 小6
ﾚｵｵｶｻﾞｷ 1539 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 中1

1543 濱村　翔平 ﾊﾏﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 中1
1538 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ 中1

6 かしまＡＺ 1178 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 小6
ｶｼﾏAZ 1168 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 小6

1185 島村　航平 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中1
1180 新垣　貴大 ﾆｲｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中1

7 金町ＳＣ 847 小野瀬　翔 ｵﾉｾ ｼｮｳ 中1
ｶﾅﾏﾁSC 中学 840 浦上　雄豪 ｳﾗｶﾐ ﾕｳｺﾞｳ 中1

848 村田　陽甫 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 中1
853 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 中1

8 アクラブ藤沢 1259 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 小6
ｱｸﾗﾌﾞﾌｼﾞ 1258 清水　将登 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 小6

1256 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 小6
1261 鈴木　航平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 中1
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