
第28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     
【競泳競技】                                      
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 フィッツＳＣ 2251 望月明日翔 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ 小4
ﾌｨｯﾂSC 学童 2249 富山　広暉 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 小4

2244 早川　大輝 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｷ 小4
2252 北爪　卓也 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾀｸﾔ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1119 塩見　滉平 ｼｵﾐ ｺｳﾍｲ 小4
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1127 古賀　拓実 ｺｶﾞ ﾀｸﾐ 小4

1126 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 小3
1123 吉本　弘輝 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 小4

5 カワサキＳＣ 1878 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 小4
ｶﾜｻｷSC 学童 1879 坪井　大樹 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｷ 小4

1873 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 小4
1876 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 小4

6

7

8
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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

2組
1 ＪＳジャンボ 2265 伊藤　多市 ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 小3

JSｼﾞｬﾝﾎﾞ 学童 2268 坂田　　匠 ｻｶﾀ ﾀｸﾐ 小4
2269 大嶋　和海 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾐ 小4
2272 渡辺　哲堂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾀｶ 小4

2 岸和田ＳＳ 3698 松田　　涼 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 小4
ｷｼﾜﾀﾞｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰ 学童 2864 神野　友哉 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 小4

2865 中村　　拳 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 小4
3697 近藤慎之介 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 小4

3 コナミ青葉台 1963 大湖悠太郎 ｵｵｺﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1967 渡辺　大輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 小4

1958 神保　洋晶 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 小4
1964 大平　俊介 ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ 小4

4 イトマン鴻巣 886 高田　修平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 883 阿部　航平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 小4

888 小谷野　航 ｺﾔﾉ ﾜﾀﾙ 小4
881 日下部大翔 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ 小4

5 ル・浦和 938 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 小4
ﾙ･ｳﾗﾜ 学童 941 北村　佑樹 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 小3

939 山田　拓実 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 小4
940 大久保晶庸 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ 小3

6 イトマン前橋 596 登坂　勇人 ﾄｻｶ ﾊﾔﾄ 小3
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 学童 595 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 小3

593 足立　侃史 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾖｼ 小4
588 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 小3

7 金田ＳＣ 1227 斎藤　裕太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1231 村上　秀人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 小3

1233 長谷川慶一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 小3
1225 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 小4

8 イトマン大宮 651 服部　晋平 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 641 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 小4

634 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小4
655 澤村　正之 ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 小4
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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

3組
1 コナミ光明池 3714 吉野　祐生 ﾖｼﾉ ﾕｳｷ 小4

ｺﾅﾐｺｳﾐｮｳｲｹ 学童 2971 脇家　滉希 ﾜｷﾔ ｺｳｷ 小4
3712 前田　　丈 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｮｳ 小4
3713 安田　光希 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 小4

2 イトマン大教 707 堀口　元輝 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 706 北岡　宗真 ｷﾀｵｶ ｼｭｳﾏ 小4

691 吉留　祥吾 ﾖｼﾄﾒ ｼｮｳｺﾞ 小4
697 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 小4

3 三菱養和ＳＳ 1457 村上　太郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾛｳ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1454 森重　拓朗 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 小3

1462 齋藤　雄行 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺｳ 小4
1459 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 小4

4 東京ＤＣ桜台 1586 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 小3
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1597 平紙　慎也 ﾋﾗｶﾞﾐ ｼﾝﾔ 小4

1590 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小4
1588 玉置　　滉 ﾀﾏｷ ｺｳ 小4

5 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3246 佐々木千浩 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 小4
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 3244 臼井　大貴 ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ 小4

3248 石本　佑希 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ 小3
3249 村田　秀朗 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 小3

6 イトマン宮森 98 中田　悠靖 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 学童 103 内山　隼太 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 小4

100 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 小3
104 木村　　幹 ｷﾑﾗ ﾐｷ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1995 市川　　徹 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 1993 佐藤　大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小4

2000 増田　　怜 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲ 小4
2002 大森　涼平 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1222 末永　健大 ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1207 久保木　武 ｸﾎﾞｷ ﾀｹﾙ 小4

1216 中村　　陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 小3
1210 佐野　哲朗 ｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 小4

Page: 3/5 Printing: 2006/03/29 13:50:47

神奈川

東  京

加　盟

東  京

東  京

奈  良

北海道

大  阪

埼  玉



第28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     
【競泳競技】                                      
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

4組
1 川口インター 622 高野　晃成 ﾀｶﾉ ｱｷﾅﾘ 小4

ｶﾜｸﾞﾁｲﾝﾀ 学童 623 新山　雄希 ﾆｲﾔﾏ ﾕｳｷ 小4
628 渡部　敦士 ﾜﾀﾍﾞ ｱﾂｼ 小4
625 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 小4

2 イトマン東京 1522 中島　　輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1512 橋本　　涼 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 小4

1513 玉田　雄太 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 小4
1517 西村　幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 小4

3 東京ＳＣ 1370 野崎　雄汰 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1353 清水　健吾 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 小4

1364 楠　　脩平 ｸｽﾉｷ ｼｭｳﾍｲ 小4
1372 和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小4

4 林　水泳教室 1793 佐竹　　崚 ｻﾀｹ ﾘｮｳ 小4
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1800 大井　　央 ｵｵｲ ﾋﾛｼ 小4

1796 緒方　　魁 ｵｶﾞﾀ ｶｲ 小4
1802 谷津田将太 ﾔﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小4

5 柏　　洋 1082 大木　悠也 ｵｵｷ ﾕｳﾔ 小4
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 学童 1084 田中　幸徳 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉﾘ 小4

1083 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 小4
1080 松本　雄嗣 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 小4

6 イトマン川崎 1975 寺内　直樹 ﾃﾗｳﾁ ﾅｵｷ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1983 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 小4

1974 堺　　　隼 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 小4
1981 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 小4

7 イトマン札幌 39 永井　崇雅 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾏｻ 小4
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 46 原田健太朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 小3

58 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 小3
47 後藤　　祭 ｺﾞﾄｳ ﾏﾂﾘ 小4

8 ＫＳＧ柳川 3539 岡　　龍誠 ｵｶ ﾘｭｳｾｲ 小4
KSGﾔﾅｶﾞﾜ 学童 3544 堤　　功嗣 ﾂﾂﾐ ｺｳｼ 小4

3541 坂井　聖人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 小4
3545 田中　駿介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 小4
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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春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.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 イトマン深谷 750 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小3

ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 753 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 小3
751 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 小3
758 福島　波希 ﾌｸｼﾏ ﾅﾐｷ 小4

2 横浜サクラ 2038 祝田　優人 ｲﾜｲﾀﾞ ﾏｻﾄ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 2034 江良　俊貴 ｴﾗ ﾄｼﾀｶ 小4

2040 瀧本　真哉 ﾀｷﾓﾄ ｼﾝﾔ 小3
2037 宗像広之進 ﾑﾅｶﾀ ﾋﾛﾉｼﾝ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ大宮南 868 河野　裕明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 小3
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 871 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 小4

878 藤井　　恒 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ 小4
869 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 小4

4 イトマン加須 793 野間　隼斗 ﾉﾏ ﾊﾔﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 800 橋本　樹門 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾄ 小4

788 松本宗一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
795 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 小4

5 高島平ＳＳ 1495 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1496 中川　湧太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小4

1493 荒井　　鉄 ｱﾗｲ ﾃﾂ 小4
1500 加瀬　陵我 ｶｾ ﾘｮｳｶﾞ 小4

6 イトマン埼玉 830 織田　将徳 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 821 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小4

824 古藤　　樹 ｺﾄｳ ﾀﾂｷ 小4
820 角田　大輔 ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小4

7 イトマ東川口 857 久保　　充 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾙ 小4
ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞ 学童 860 生形　優弥 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳﾔ 小4

856 花塚　広輝 ﾊﾅﾂｶ ﾋﾛｷ 小4
855 加藤　尚也 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 小4

8 イトマン横浜 2073 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 小3
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 2075 千田　歩夢 ﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ 小4

2076 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 小3
2070 菊池　洋大 ｷｸﾁ ﾖｳﾀﾞｲ 小4
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