
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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:42.09
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 ﾙﾈｻﾝｽﾄｰｱ沼津 1843 青木　海翔 ｱｵｷ ｶｲﾄ 中1

ﾙ･ﾄｰｱﾇﾏﾂ 1841 深澤　宏理 ﾌｶｻﾜ ｺｳｽｹ 中1
1844 内藤　　怜 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 小6
1842 杉山　裕紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小6

2 イトマン加須 612 松田　創介 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳｽｹ 中1
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 605 宮城　礼人 ﾐﾔｷﾞ ｱﾔﾄ 小6

614 新井　智騎 ｱﾗｲ ﾄﾓｷ 小6
608 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 小5

3 大館ＳＳ 153 伊勢　政大 ｲｾ ﾏｻﾋﾛ 小6
ｵｵﾀﾞﾃSS 154 栗山　直明 ｸﾘﾔﾏ ﾅｵｱｷ 中1

157 畠山　　理 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ 中1
156 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 小5

4 能美ＳＣ 1822 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 小6
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 1818 岩田　謙三 ｲﾜﾀ ｹﾝｿﾞｳ 中1

1823 西田　拓未 ﾆｼﾀ ﾀｸﾐ 小6
1821 室田将太郎 ﾑﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 小5

5 かしまＡＺ 1355 大山　光成 ｵｵﾔﾏ ﾐﾂﾅﾘ 小6
ｶｼﾏAZ 1357 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 小6

1335 橋本　　慧 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 中1
1341 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 小6

6 イトマン館林 377 越塚　草太 ｺｼﾂﾞｶ ｿｳﾀ 中1
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 380 江森　弘樹 ｴﾓﾘ ﾋﾛｷ 小6

392 中里　貴央 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｶﾋﾛ 小6
378 加賀谷祐輝 ｶｶﾞﾔ ﾕｳｷ 小6

7 イトマン東海 1897 後藤　涼佑 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 中1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 1899 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 小6

1900 森　　亮文 ﾓﾘ ｱｷﾌﾐ 中1
1904 縄田　拓海 ﾅﾜﾀ ﾀｸﾐ 小6

8 イトマン鴻巣 695 志村　貴史 ｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 687 長谷川友祐 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 中1

684 成澤　千樹 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｷ 小6
688 田島　和弥 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 中1

9 御幸ヶ原ＳＳ 318 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 320 國米　亮也 ｺｸﾏｲ ﾘｮｳﾔ 小6

323 髙野　　潤 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 小6
316 谷沢　純也 ﾀﾆｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 中1
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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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:42.09
11～12歳            大会記録  2:00.48

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 田柄ＳＣ 1000 奈良　匠悟 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 中1

ﾀｶﾞﾗSC 993 安田　浩紀 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 小6
994 岡　晋太郎 ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 中1
996 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 小6

2 コナミ三田 2389 池亀　規介 ｲｹｶﾞﾒ ｷｽｹ 中1
ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ 2387 山田　眞崇 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 中1

2390 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 小6
2386 久保　翔一 ｸﾎﾞ ｼｮｳｲﾁ 小6

3 高井戸ＳＣ 1009 柳橋　建太 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ｹﾝﾀ 中1
ﾀｶｲﾄﾞSC 中学 1004 岡崎　健斗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ 中1

1007 浅田裕太郎 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 中1
1003 安藤　雅郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 中1

4 群馬渋川ＳＳ 353 角田　隼人 ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 中1
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 355 金子　裕介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ 中1

354 関　　　翼 ｾｷ ﾂﾊﾞｻ 小5
356 原　　寛弥 ﾊﾗ ﾋﾛﾔ 小6

5 東京ＳＣ 1038 渡辺　周也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 1025 佐々木一生 ｻｻｷ ｲｯｾｲ 中1

1051 関口　修二 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 小6
1029 小宮　　玄 ｺﾐﾔ ｹﾞﾝ 小6

6 協栄SC相模原 1635 河本　祐太 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 小6
KYOEISAG 1638 高橋　大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 中1

1643 堀内　健太 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾀ 小6
1642 田辺　健太 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 中1

7 ｲﾄﾏﾝ富田林 2266 四宮　鷹志 ｼﾉﾐﾔ ﾀｶｼ 中1
ｲﾄﾄﾝﾀﾞﾊﾞ 2263 栗本　到磨 ｸﾘﾓﾄ ﾄｳﾏ 中1

2272 平岡　浩輔 ﾋﾗｵｶ ｺｳｽｹ 中1
2273 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ伊勢崎 363 五十嵐研治 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 366 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 小5

374 比嘉　凌太 ﾋｶﾞ ﾘｮｳﾀ 中1
367 新井　　亮 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 小6

9 イトマン川崎 1564 渡辺　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 1553 河合　　繁 ｶﾜｲ ｼｹﾞﾙ 中1

1565 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 小6
1557 小林　　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 小6

10 ＡＴＳＣ 1688 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 中1
ATSC 1686 大塚　昇太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 中1

1685 大場　優輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 小6
1691 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 小6
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