
第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｲﾄﾏﾝ大宮南 829 小曽根將人 ｵｿﾞﾈ ﾏｻﾄ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 830 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 小3

831 大村　航汰 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 小4
834 齊藤　涼太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小4

4 東急ＳＣ 1844 池辺　　聖 ｲｹﾍﾞ ｾｲ 小4
ﾄｳｷｭｳSC 学童 1838 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 小4

1841 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 小4
1846 鈴木　秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 小4

5 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1644 是永翔太郎 ｺﾚﾅｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1637 小美濃純一 ｵﾐﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小4

1642 杉山　翔哉 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾔ 小4
1617 大森　雄介 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ 小4

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 かしま天山 3288 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 小4

ｶｼﾏｱﾏﾔﾏ 学童 3290 中山慎太郎 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 小4
3285 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 小4
3293 野中　颯太 ﾉﾅｶ ﾊﾔﾀ 小4

2 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2052 桜井　翔太 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 小3
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2050 佐々木政洋 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 小4

2038 田村　光洋 ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ 小4
2032 小山　智大 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小4

3 コナミ林間 1745 所　　太朗 ﾄｺﾛ ﾀﾛｳ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1747 真壁　弘典 ﾏｶﾍﾞ ｺｳｽｹ 小4

1753 東　　修平 ﾋｶﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 小4
1740 工藤　　崚 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1072 中作　祥太 ﾅｶｻｸ ｼｮｳﾀ 小4
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1068 松岡　和博 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 小4

1076 堀　健太郎 ﾎﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 小4
1064 榎本　滉平 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ 小4

5 金田ＳＣ 1158 斎藤　裕太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 小3
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1153 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 小4

1161 神山　隼也 ｺｳﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 小4
1156 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 小3

6 イトマン奈良 3047 天井　　翼 ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅﾗ 学童 3048 内山　健大 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 小4

3046 築山　翔太 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小4
3049 古橋　匡梧 ﾌﾙﾊｼ ｷｮｳｺﾞ 小4

7 枚方ＳＳ 2800 後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2810 長谷川平蔵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾍｲｿﾞｳ 小4

2807 清末　亮志 ｷﾖｽｴ ﾘｮｳｼﾞ 小4
2809 大林　　航 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 小4

8 鶴岡ＳＣ 253 冨樫　賢志 ﾄｶﾞｼ ｻﾄｼ 小4
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 学童 247 小池　智大 ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ 小4

258 木村　飛翔 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 小4
256 片桐　　謙 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｽﾞﾙ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン鹿沼 395 池田　知広 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 小4

ｲﾄﾏﾝｶﾇﾏ 学童 402 佛田　孝介 ﾌﾞﾂﾀﾞ ﾅﾘﾖｼ 小3
401 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小4
394 大出　将義 ｵｵｲﾃﾞ ﾏｻﾖｼ 小3

2 コナミ西葛西 1320 氏家　　航 ｳｼﾞｲｴ ﾜﾀﾙ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1325 正司　啓介 ｼｮｳｼﾞ ｹｲｽｹ 小4

1327 仲尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
1319 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 小4

3 ピュア仙南 182 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 小4
ﾋﾟｭｱｾﾝﾅﾝ 学童 184 平井　　陽 ﾋﾗｲ ﾖｳ 小4

183 藤原　拓登 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 小4
181 安藤宏一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 小4

4 イトマン西神 2992 元山　雅仁 ﾓﾄﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 2993 児玉　雄二 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 小4

2995 植田荘一郎 ｳｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
3002 白川　謙大 ｼﾗｶﾜ ｹﾝﾀﾞｲ 小4

5 御幸ヶ原ＳＳ 444 平田　涼介 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 小4
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 443 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小4

436 泉田　和也 ｲｽﾞﾐﾀ ｶｽﾞﾔ 小4
429 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小3

6 藤村ＳＳ 1310 西口　貴俊 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小4
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1313 富山　周祐 ﾄﾐﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 小4

1312 八田　将徳 ﾊｯﾀ ﾏｻﾉﾘ 小4
1311 長畑　祐輝 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾕｳｷ 小4

7 イトマン加須 755 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 小4
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 768 平井　　友 ﾋﾗｲ ﾕｳ 小4

763 松本宗一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 小3
756 広川晋太郎 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 小4

8 イトマ西神戸 3039 西村　太一 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 3035 吉田　　翼 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小4

3037 松浦　譲大 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｮｳﾀﾞｲ 小3
3036 手塚　祐樹 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 フィッツＳＣ 2146 岩間　健太 ｲﾜﾏ ｹﾝﾀ 小4

ﾌｨｯﾂSC 学童 2156 渡辺　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 小4
2162 米山　智博 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小4
2150 森本　昌典 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 945 鈴木　航太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 学童 948 丸橋　佳生 ﾏﾙﾊｼ ﾖｼｷ 小4

942 杉崎　　翔 ｽｷﾞｻｷ ｼｮｳ 小4
951 森　　健司 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 小4

3 名鉄ＳＳ刈谷 2430 宮島　尚吾 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2429 間瀬　　誠 ﾏｾ ﾏｺﾄ 小4

2420 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 小4
2424 谷口　白羽 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾙﾊﾞ 小4

4 イトマン鴻巣 837 志村　貴史 ｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 839 平津　薫平 ﾋﾗﾂ ｸﾝﾍﾟｲ 小4

835 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 小5
836 高田　修平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ 小3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ世田谷 1440 松林　俊樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 小3
ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 学童 1442 竹内　健太 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 小4

1441 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 小3
1438 高梨　大樹 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｷ 小4

6 ＢＳＳ福岡 3312 伊藤慎太郎 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 小3
BSSﾌｸｵｶ 学童 3343 六山　大輝 ﾛｸﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 小4

3320 松村　脩平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 小4
3331 早川　　竣 ﾊﾔｶﾜ ｼｭﾝ 小4

7 横浜サクラ 1946 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1948 大木　勇哉 ｵｵｷ ﾕｳﾔ 小4

1937 田中　良実 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 小4
1936 張間　遥斗 ﾊﾘﾏ ﾊﾙﾄ 小4

8 イトマン川崎 1897 渡辺　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1894 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 小3

1883 横溝　和樹 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞｷ 小4
1895 田中建太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 小4

Page: 4/5 Printing: 2005/03/30 16:14:20

福  岡

神奈川

神奈川

加　盟

千　葉

愛  知

埼  玉

東  京

山  梨



第27回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 アテナＡＭＣ 735 森田　敏広 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 小4

ｱﾃﾅAMC 学童 732 宮下　祐哉 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ 小4
737 中島　俊樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 小4
728 安藤　勇作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 小4

2 イトふじみ野 936 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 917 中野　泰史 ﾅｶﾉ ﾔｽﾌﾐ 小4

933 石阪　友貴 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｷ 小4
921 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小4

3 岐阜中央ＳＳ 2549 高鳥　　寛 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｼ 小4
ｷﾞﾌﾁｭｳｵｳ 学童 2547 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 小5

2548 宮地　　陽 ﾐﾔｼﾞ ﾖｳ 小4
2553 東條　　光 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 小5

4 イトマン埼玉 788 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 799 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 小4

789 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小3
793 上野　　翼 ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｻ 小4

5 コナミ多摩 1503 柳下　航一 ﾔｷﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 小4
ｺﾅﾐﾀﾏ 学童 1501 藤田　崚司 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 小4

1500 多部田裕之 ﾀﾍﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 小4
1502 武井　拓朗 ﾀｹｲ ﾀｸﾛｳ 小4

6 鎌倉ＳＳ 1788 坂井　健太 ｻｶｲ ｹﾝﾀ 小4
ｶﾏｸﾗSS 学童 1795 長井　琢磨 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 小4

1786 阿部　晃佑 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 小4
1789 山田　洋介 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 小4

7 東京ＤＣ桜台 1465 玉置　　滉 ﾀﾏｷ ｺｳ 小3
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1473 朝日　雄介 ｱｻﾋ ﾕｳｽｹ 小4

1467 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小3
1463 岡田　真治 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 小4

8 マコトＳＣ 2864 山崎　哲寛 ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾋﾛ 小4
ﾏｺﾄSC 学童 2865 山田　湧介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小4

2867 八舟　　翼 ﾔﾌﾈ ﾂﾊﾞｻ 小4
2866 小林　蒼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ 小3
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