
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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.85
１１～１２歳        大会記録  1:54.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 名古屋ＳＣ 2368 野村　充央 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｵ 小6

ﾅｺﾞﾔSC 学童 2361 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小6
2362 鏡味　卓也 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 小6
2360 伊藤　友貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 小6

2 ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 2666 氏林　七海 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ 学童 2669 小川　将平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 小6

2667 氏林　武尊 ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 小6
2673 立花亮太郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

3 イトマン東海 2349 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 学童 2351 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 小5

2352 森　　亮文 ﾓﾘ ｱｷﾌﾐ 小6
2355 縄田　拓海 ﾅﾜﾀ ﾀｸﾐ 小5

4 ＸＹＺ別府 3465 原田　侑弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 小6
ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ 学童 3469 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 小6

3466 荒波　清也 ｱﾗﾅﾐ ｾｲﾔ 小6
3467 黒河　芳樹 ｸﾛｶﾜ ﾖｼｷ 小6

5 津アサヒＳＳ 2506 高橋　健汰 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 小5
ﾂｱｻﾋSS 学童 2509 田中　弘樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 小6

2507 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 小6
2508 石田　宗人 ｲｼﾀﾞ ﾑﾈﾄ 小6

6 ＡＴＳＣ 2064 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 小6
ATSC 学童 2062 大塚　昇太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 小6

2061 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 小5
2068 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 小5

7 イトマン北本 626 多田　邦徳 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 614 加藤　熙一 ｶﾄｳ ﾋﾛｲﾁ 小5

624 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 小5
621 国分　照太 ｺｸﾌﾞﾝ ﾃﾙﾀ 小6
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スタートリスト

競技No.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.85
１１～１２歳        大会記録  1:54.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＢＩＧ東海 2499 福地　勇亮 ﾌｸﾁ ﾕｳｽｹ 小6

BIGﾄｳｶｲ 学童 2496 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 小6
2497 佐藤　直登 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 小6
2498 大花　蓮時 ｵｵﾊﾅ ﾚﾝｼﾞ 小5

2 岡崎竜城ＳＣ 2376 石井　一気 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 小6
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 2377 大久保宅登 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 小6

2373 岩下　悠太 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾀ 小6
2369 磯谷　隼大 ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 小6

3 東京ＳＣ 1241 伊藤　慶太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 1255 宍戸　　暉 ｼｼﾄﾞ ﾋｶﾙ 小6

1253 佐々木一生 ｻｻｷ ｲｯｾｲ 小6
1245 越光　祐也 ｺｼﾐﾂ ﾕｳﾔ 小6

4 かしまＡＺ 1604 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1615 木原　洋一 ｷﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 小6

1591 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 小6
1596 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 小5

5 イトマン越谷 903 川上雄司郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 小6
ｺｼｶﾞﾔｲﾄﾏ 学童 884 磯　　直人 ｲｿ ﾅｵﾄ 小6

901 西畑　克哉 ﾆｼﾊﾀ ｶﾂﾔ 小6
886 丸岡　昂平 ﾏﾙｵｶ ｺｳﾍｲ 小6

6 ＳＡ柏崎 2202 佐野　佑樹 ｻﾉ ﾕｳｷ 小6
SAｶｼﾜｻﾞｷ 学童 2203 村山　訓亮 ﾑﾗﾔﾏ ｸﾆｱｷ 小6

2201 黒金　圭祐 ｸﾛｶﾞﾈ ｹｲｽｹ 小6
2208 和田　康宏 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 小6

7 ＭＹＳ国立 1202 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 小5
MYSｸﾆﾀﾁ 学童 1201 増田　港太 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 小6

1199 深澤　　渓 ﾌｶｻﾞﾜ ｹｲ 小6
1200 星　　将喜 ﾎｼ ﾏｻｷ 小6

8 イトマン加須 762 松田　創介 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 758 高瀬　颯太 ﾀｶｾ ｿｳﾀ 小6

764 新井　智騎 ｱﾗｲ ﾄﾓｷ 小5
767 飯田　貴喜 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 小6
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スタートリスト

競技No.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.85
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 春日部中央 916 山田　飛鳥 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ 小6

ﾁｭｳｵｳSS 913 畑生　高紀 ﾊﾀﾌﾞ ﾀｶﾉﾘ 中1
911 相馬　光佑 ｿｳﾏ ｺｳｽｹ 小5
914 加藤　優太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 小6

2 鶴岡ＳＣ 240 佐々木康修 ｻｻｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 小6
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 学童 244 佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 小6

238 魚住　　至 ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ 小6
245 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 小6

3 大館ＳＳ 208 越後　智裕 ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ 小6
ｵｵﾀﾞﾃSS 学童 201 栗山　直明 ｸﾘﾔﾏ ﾅｵｱｷ 小6

209 沓澤　　遼 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ 小6
205 田村　光貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 小6

4 イトマ伊勢崎 487 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 492 正田　達成 ｼｮｳﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ 小6

493 比嘉　凌太 ﾋｶﾞ ﾘｮｳﾀ 小6
491 新井　　亮 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 小5

5 イ大教いわき 312 泉　　明迪 ｲｽﾞﾐ ｱｷﾐﾁ 小6
ｲﾄﾏﾝｲﾜｷ 学童 310 関口　　徹 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 小6

314 武藤　　寛 ﾑﾄｳ ﾋﾛｼ 小6
317 矢吹　拓郎 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾛｳ 小5

6 ＭＡＣＳＳ 151 中野　雅貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 小6
MACSS 学童 148 佐藤　　純 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 小6

149 佐藤　琢耶 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 小5
150 森山　大誉 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 小5

7 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1635 小嶋　　譲 ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 小6
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1633 指田　晃弥 ｻｼﾀﾞ ｺｳﾔ 小6

1624 横田　一平 ﾖｺﾀ ｲｯﾍﾟｲ 小6
1627 外薗　　貴 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀｯﾄ 小6

8 ＫＴＶ豊中 2705 森芳　慎平 ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍｲ 小6
KTVﾄﾖﾅｶ 学童 2706 坂本　周平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 小6

2703 木村　順平 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
2704 樋口　拓夢 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ 小6

Page: 3/4 Printing: 2005/03/30 16:14:52

東  京

大  阪

加　盟

秋　田

群　馬

福  島

岩  手

埼  玉

山　形



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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:37.85
１１～１２歳        大会記録  1:54.85

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ洋光台 1915 亀ノ上僚仁 ｶﾒﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 小6

ｺﾅﾐﾖｳｺｳ 学童 1916 吉川　正峻 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ 小6
1919 宍戸　優仁 ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾄ 小6
1917 佐々　大祐 ｻｻ ﾀﾞｲｽｹ 小5

2 コナミ林間 1754 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1749 村上　真一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 小6

1756 木下　涼介 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 小6
1752 添田　俊陽 ｿｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 小6

3 東武ＳＳ 1677 根本　寛之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 小6
ｶﾈｶﾞﾌﾁ 学童 1666 山崎　健幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾕｷ 小5

1676 根本　雅之 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 小6
1665 山下　　明 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾗ 小6

4 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 946 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 学童 949 丸橋　侑生 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ 小6

950 山本　雄策 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 小6
941 杉崎　　凌 ｽｷﾞｻｷ ﾘｮｳ 小6

5 アクラブ藤沢 1712 内城　瑛介 ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｽｹ 小6
ｱｸﾗﾌﾞﾌｼﾞ 学童 1709 清水　将登 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 小6

1707 酒井　悠生 ｻｶｲ ﾕｳｷ 小6
1704 今津　雄貴 ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 小6

6 能美ＳＣ 2241 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 小5
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 学童 2237 岩田　謙三 ｲﾜﾀ ｹﾝｿﾞｳ 小6

2243 東　　洋輔 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ 小6
2239 荒木　達朗 ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ 小6

7 イトマン札幌 31 菊谷　幸平 ｷｸﾔ ｺｳﾍｲ 小6
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 46 早川　　秀 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ 小6

49 畠山　景冶 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 小6
41 山田　恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 小6

8 フィッツＳＣ 棄権
ﾌｨｯﾂSC
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