
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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 かしまＡＺ 1590 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1588 岡村　泰成 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 小4

1611 田中　僚介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 小4
1600 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 小4

4 コナミ青葉台 1867 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1875 大平　俊介 ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ 小3

1874 折戸　優樹 ｵﾘﾄ ﾕｳｷ 小4
1882 鈴木　健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 小4

5 コナミ伏見 2603 小林　大輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2600 岡村　卓弥 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 小4

2607 長野　公介 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｽｹ 小2
2602 細川　大夢 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ 小4

6
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8
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 イトマン加須 756 広川晋太郎 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 小4
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 755 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 小4

768 平井　　友 ﾋﾗｲ ﾕｳ 小4
770 鈴木　貴仁 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 小4

3 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 836 高田　修平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ 小3

853 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 小3
835 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 小5

4 名鉄ＳＳ刈谷 2420 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 小4
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2424 谷口　白羽 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾙﾊﾞ 小4

2423 相澤光一郎 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 小4
2429 間瀬　　誠 ﾏｾ ﾏｺﾄ 小4

5 南光ＳＳ 1533 中村　祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 小4 棄権
ﾅﾝｺｳSS 学童 1530 山口　爽斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ 小4

1531 秋本　大輔 ｱｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 小4
1529 三輪　知広 ﾐﾜ ﾄﾓﾋﾛ 小4

6 イトマン越谷 897 持井　亮紀 ﾓﾁｲ ﾘｮｳｷ 小4
ｺｼｶﾞﾔｲﾄﾏ 学童 889 池田　隼人 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 小4

894 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 小4
902 川上　琢也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 小4

7 成増ロンド 1553 澤　　弘樹 ｻﾜ ﾋﾛｷ 小4
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1552 本田　　翼 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小4

1549 朝倉　　舜 ｱｻｸﾗ ｼｭﾝ 小4
1548 増田　利幸 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 小2
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 パシオ八尾 2876 徳川　優介 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 小4

ﾊﾟｼｵﾔｵ 学童 2875 岩本　芳明 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｱｷ 小4
2873 山本　将也 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ 小4
2874 益田　裕貴 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 小4

2 三菱養和ＳＳ 1357 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1360 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 小4

1345 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 小4
1355 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 小3

3 コナミ多摩 1502 武井　拓朗 ﾀｹｲ ﾀｸﾛｳ 小4
ｺﾅﾐﾀﾏ 学童 1500 多部田裕之 ﾀﾍﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 小4

1503 柳下　航一 ﾔｷﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 小4
1501 藤田　崚司 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 小4

4 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 1740 工藤　　崚 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 小4

1758 矢野　広樹 ﾔﾉ ﾋﾛｷ 小4
1753 東　　修平 ﾋｶﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ世田谷 1441 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 小3
ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 学童 1438 高梨　大樹 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｷ 小4

1439 手塚幸太郎 ﾃﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 小4
1440 松林　俊樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 小3

6 ＦＳＣ 1209 伊藤　飛我 ｲﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 小3
FSC 学童 1210 岸見　　聡 ｷｼﾐ ｻﾄｼ 小3

1213 杉山　　笙 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳ 小4
1212 山口　　慧 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 小4

7 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1064 榎本　滉平 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ 小4
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1072 中作　祥太 ﾅｶｻｸ ｼｮｳﾀ 小4

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

8 セキタＳＣ 1980 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 小3
ｾｷﾀSC 学童 1990 角田　賢亮 ﾂﾉﾀﾞ ｹﾝｽｹ 小4

1985 半田　虎生 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾗｲ 小4
1986 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 小4
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 藤村ＳＳ 1312 八田　将徳 ﾊｯﾀ ﾏｻﾉﾘ 小4 棄権

ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1310 西口　貴俊 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小4
1311 長畑　祐輝 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾕｳｷ 小4
1313 富山　周祐 ﾄﾐﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 小4

2 イトマン大宮 585 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 597 島田　哲朗 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 小4

602 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小3
588 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 小3

3 ユアー蕨 棄権
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ

4 イトふじみ野 921 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小4
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 936 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 小4

933 石阪　友貴 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｷ 小4
917 中野　泰史 ﾅｶﾉ ﾔｽﾌﾐ 小4

5 コナミ西葛西 1319 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1320 氏家　　航 ｳｼﾞｲｴ ﾜﾀﾙ 小4

1327 仲尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
1321 小野航太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 小3

6 御幸ヶ原ＳＳ 443 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小4
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 429 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小3

444 平田　涼介 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 小4
438 谷沢　健太 ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 小4

7 鎌倉ＳＳ 1789 山田　洋介 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 小4
ｶﾏｸﾗSS 学童 1788 坂井　健太 ｻｶｲ ｹﾝﾀ 小4

1786 阿部　晃佑 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 小4
1795 長井　琢磨 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 小4

8 ウオタメイツ 1716 佐久間　隼 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝ 小4
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1726 土屋　　遼 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ 小4

1718 坂巻　拓海 ｻｶﾏｷ ﾀｸﾐ 小3
1717 坂巻　大輝 ｻｶﾏｷ ﾀﾞｲｷ 小4
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 甲府ＳＳ 2127 東　祐之介 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾉｽｹ 小4

ｺｳﾌSS 学童 2124 大滝　　翼 ｵｵﾀｷ ﾂﾊﾞｻ 小4
2110 牛越　　智 ｳｼｺｼ ｻﾄｼ 小4
2119 小池　佑治 ｺｲｹ ﾕｳｼﾞ 小4

2 岐阜中央ＳＳ 2548 宮地　　陽 ﾐﾔｼﾞ ﾖｳ 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

2553 東條　　光 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 小5
2551 長屋　吉輝 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼｷ 小4

3 コパン可児 2538 高木　智輝 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｷ 小4
ｺﾊﾟﾝｶﾆ 学童 2544 渡辺　巧樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 小4

2540 三根　裕也 ﾐﾈ ﾕｳﾔ 小4
2536 吉井　壮志 ﾖｼｲ ﾀｹｼ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ富田林 2842 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 学童 2834 阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 小4

2839 中野　一輝 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ 小3
2838 竹辻　勝生 ﾀｹﾂｼﾞ ｶﾂｷ 小3

5 ＢＳＳ福岡 3331 早川　　竣 ﾊﾔｶﾜ ｼｭﾝ 小4
BSSﾌｸｵｶ 学童 3313 岡田裕次郎 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 小4

3320 松村　脩平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 小4
3340 副島　大樹 ｿｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 小4

6 かしま天山 3285 加藤　雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 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

3293 野中　颯太 ﾉﾅｶ ﾊﾔﾀ 小4
3288 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 小4

7 イトマ東川口 819 佐々木　脩 ｻｻｷ ｼｭｳ 小4
ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞ 学童 817 久保　　充 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾙ 小3

816 加藤　尚也 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 小3
824 冨見田悠平 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾍｲ 小4

8 フィッツＳＣ 2150 森本　昌典 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 小4
ﾌｨｯﾂSC 学童 2156 渡辺　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 小4

2146 岩間　健太 ｲﾜﾏ ｹﾝﾀ 小4
2162 米山　智博 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小4
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:29.66
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 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 1895 田中建太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 小4
1890 斉藤　　央 ｻｲﾄｳ ｵｳ 小4
1891 石垣　直哉 ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ 小4

2 イトマン鷲宮 865 本間　　陸 ﾎﾝﾏ ﾘｸ 小4
ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 学童 858 根岸　新一 ﾈｷﾞｼ ｼﾝｲﾁ 小4

866 本間　光貴 ﾎﾝﾏ ｺｳｷ 小4
863 中川　　舜 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 小4

3 イトマン高崎 541 飯野　友太 ｲｲﾉ ﾕｳﾀ 小3
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 529 岡田　全喜 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 小4

536 清水　　諒 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 小3
532 小見　匠徹 ｺﾐ ｼｮｳﾃﾂ 小4

4 イトマン埼玉 799 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 789 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小3

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

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

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

6 横浜サクラ 1937 田中　良実 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1938 内田　　丈 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｮｳ 小4

1936 張間　遥斗 ﾊﾘﾏ ﾊﾙﾄ 小4
1946 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小4

7 アテナＡＭＣ 737 中島　俊樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 小4
ｱﾃﾅAMC 学童 728 安藤　勇作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 小4

735 森田　敏広 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 小4
734 三好　健太 ﾐﾖｼ ｹﾝﾀ 小3

8 枚方ＳＳ 2809 大林　　航 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2800 後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 小4

2807 清末　亮志 ｷﾖｽｴ ﾘｮｳｼﾞ 小4
2810 長谷川平蔵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾍｲｿﾞｳ 小4
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