
第28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  1:42.09
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 トピレック 1059 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 小3

ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1063 小山　　晃 ｺﾔﾏ ｱｷﾗ 小5
1064 正田　大一 ｼｮｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 小4
1062 芝本　勇希 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 小5

2 名鉄ＳＳ刈谷 1944 宮島　尚吾 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 小5
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 1943 間瀬　　誠 ﾏｾ ﾏｺﾄ 小5

1940 永岩　海翔 ﾅｶﾞｲﾜ ｶｲﾄ 小5
1949 鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 2466 佐々木千浩 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 小4
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 2465 臼井　大貴 ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ 小4

2461 石本　佑希 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ 小3
2462 足立　卓弥 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾔ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ大宮南 674 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 675 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 小4

677 大村　航汰 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 小5
676 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 小5

5 イトマン埼玉 639 宇野澤　聖 ｳﾉｻﾞﾜ ｼｮｳ 小5
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 641 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小4

647 上野　　翼 ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｻ 小5
648 織田　将徳 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 小4

6 金田ＳＣ 931 斎藤　裕太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 939 和泉　智也 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾔ 小5

925 井坂　有佑 ｲｻｶ ﾕｳｽｹ 小5
927 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 小4

7 藤村ＳＳ 1098 吉田　　晃 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1094 石村　海帆 ｲｼﾑﾗ ｶｲﾎ 小4

1093 西口　貴俊 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 小5
1096 長畑　祐輝 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾕｳｷ 小5

8 マリン舎人 1382 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 小5
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 学童 1383 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 小5

1380 鷲尾　康仁 ﾜｼｵ ﾔｽﾋﾄ 小5
1379 福田　裕也 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾔ 小4

9 高島平ＳＳ 1163 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1164 中川　湧太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小4

1162 荒井　　鉄 ｱﾗｲ ﾃﾂ 小4
1161 関根　将太 ｾｷﾈ ｼｮｳﾀ 小5
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学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ世田谷 1203 松林　俊樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 小4

ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 学童 1202 手塚幸太郎 ﾃﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 小5
1204 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 小4
1206 東　遼太郎 ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小4

2 東京ＤＣ桜台 1228 玉置　　滉 ﾀﾏｷ ｺｳ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1233 朝日　雄介 ｱｻﾋ ﾕｳｽｹ 小5

1230 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小4
1226 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 小3

3 ＪＳＳニホー 2376 福原　佳樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ 小5
JSSﾆﾎｰ 学童 2373 田中　孝知 ﾀﾅｶ ﾀｶﾄﾓ 小5

2370 升本　　陸 ﾏｽﾓﾄ ﾘｸ 小5
2368 坂本　拓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 小4

4 林　水泳教室 1422 佐竹　　崚 ｻﾀｹ ﾘｮｳ 小4
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1426 足立　雅和 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 小5

1424 緒方　　魁 ｵｶﾞﾀ ｶｲ 小4
1427 大井　　央 ｵｵｲ ﾋﾛｼ 小4

5 三菱養和ＳＳ 1123 豊田　裕人 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1128 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 小5

1126 齋藤　雄行 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺｳ 小4
1135 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 小4

6 コナミ西葛西 1107 小野航太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1110 石田遼太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小5

1112 仲尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 小5
1105 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 小3

7 ｲﾄﾏﾝふじみ野 758 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 小5
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 743 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小5

755 石阪　友貴 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｷ 小5
762 粕谷　尚輝 ｶｽﾔ ﾅｵｷ 小4

8 後楽園調布 1244 西村　　翼 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 小5
ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1250 野田　健太 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 小5

1241 市瀬　友太 ｲﾁｾ ﾕｳﾀ 小4
1240 坂口　大介 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｽｹ 小4

9 イトマン北本 489 黒沢　康太 ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ 小3
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 494 武井　隼人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 小5

495 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 小3
490 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ 小3
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