
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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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

2

3 トピレック 1380 座光寺柾志 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾏｻｼ 小6
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1390 齋藤　　晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 小5

1378 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛ 小6
1387 木室進多郎 ｷﾑﾛ ｼﾝﾀﾛｳ 小5

4 ブルーアース 2227 池田　義規 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 小6
ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 学童 2224 金丸　静志 ｶﾈﾏﾙ ｾｲｼﾞ 小6

2226 村松弘勇紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 小6
2230 仲澤　　稜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 小6

5 岡崎竜城ＳＣ 2490 西尾　次郎 ﾆｼｵ ｼﾞﾛｳ 小6
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 2492 石川　尚哉 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾔ 小6

2493 大橋　諒輔 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 小6
2488 磯谷　祐斗 ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾄ 小6

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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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

2 イトマン守口 3704 林　　誠也 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 小6
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 学童 2858 津村　一輝 ﾂﾑﾗ ｲｯｷ 小6

3705 宮本　将崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 小6
3706 五味　良磨 ｺﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 小6

3 かしまＡＺ 1721 鈴木　龍斗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1719 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 小6

1700 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 小6
1695 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 小5

4 Ｔ＆Ｓ新発田 2299 田中　亮輔 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 小6
T&S 学童 2298 池田　智也 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ 小6

2297 穴水　雄大 ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 小6
2300 齋藤　雄太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 小6

5 イトマン東海 2471 宮腰　和季 ﾐﾔｺｼ ｶｽﾞｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 学童 2474 新山　政樹 ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ 小6

2469 園木　邦弥 ｿﾉｷ ｸﾆﾔ 小5
2477 縄田　拓海 ﾅﾜﾀ ﾀｸﾐ 小6

6 スパジョーヤ 3621 馬場龍之介 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭﾉｽｹ 小6
ｽﾊﾟｼﾞｮｰﾔ 学童 3620 渡邉　大修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 小5

3618 山内光太郎 ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 小6
3617 山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 小6

7 名鉄ＳＳ半田 2581 布野　遼太 ﾌﾉ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 学童 2576 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 小6

2577 榊原　　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 小6
2575 雨宮　和輝 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞｷ 小6

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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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

3組
1 大館ＳＳ 229 伊勢　政大 ｲｾ ﾏｻﾋﾛ 小6

ｵｵﾀﾞﾃSS 学童 231 神成公一郎 ｶﾝﾅﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6
234 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 小5
233 村上　　大 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲ 小6

2 イトマン京都 2778 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2771 井之上修平 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾍｲ 小5

2774 戸倉奈生斗 ﾄｸﾗ ﾅｵﾄ 小6
2772 宮崎　　翼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｽｸ 小6

3 御幸ヶ原ＳＳ 476 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 477 國米　亮也 ｺｸﾏｲ ﾘｮｳﾔ 小6

480 髙野　　潤 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 小6
471 森島　勇次 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｼﾞ 小6

4 イトふじみ野 966 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 964 川島　孝哉 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ 小6

951 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小5
953 関川　和晃 ｾｷｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 小6

5 イトマン鴻巣 887 志村　貴史 ｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 891 川島涼太朗 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小5

885 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 小6
889 成澤　千樹 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｷ 小6

6 枚方ＳＳ 2951 後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2948 山田　洋輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 小6

2950 田坂　草太 ﾀｻｶ ｿｳﾀ 小6
2947 永田　奨悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 小6

7 東京ＳＣ 1333 稲吉　竜希 ｲﾅﾖｼ ﾘｭｳｷ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1354 西平　龍生 ﾆｼﾋﾗ ﾘｭｳｷ 小6

1338 関口　修二 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 小6
1349 小宮　　玄 ｺﾐﾔ ｹﾞﾝ 小6

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1221 福山　直人 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1206 吉成　弘紀 ﾖｼﾅﾘ ﾋﾛｷ 小6

1211 寺脇　豪勇 ﾃﾗﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 小5
1208 櫛田　智史 ｸｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 小6
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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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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 桜泳会ＳＳ 3233 長村　悠太 ｵｻﾑﾗ ﾕｳﾀ 小6

ｵｳｴｲｶｲSS 3229 松村　知弥 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 小6
3232 中西　慶典 ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾉﾘ 小6
3227 宮川　大地 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 中1

2 イトマン向山 198 渡辺　慎平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 195 大越　　顕 ｵｵｺｼ ｹﾝ 小6

203 門馬　拓未 ﾓﾝﾏ ﾀｸﾐ 小5
202 日比野大輝 ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 小6

3 能美ＳＣ 2348 西田　拓未 ﾆｼﾀ ﾀｸﾐ 小6
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 学童 2347 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 小6

2345 山田　舞斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲﾄ 小6
2346 室田将太郎 ﾑﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 小5

4 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 1544 奥田　大地 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 小6
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 学童 1545 近藤　海斗 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 小6

1547 小野　勇希 ｵﾉ ﾕｳｷ 小6
1546 柴崎　直輝 ｼﾊﾞｻｷ ﾅｵｷ 小6

5 ＳＵＮ網干 3144 木下　周哉 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾔ 小6
ｻﾝｱﾎﾞｼ 学童 3143 馬場　和博 ｳﾏﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 小5

3141 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 小6
3142 西岡　礼央 ﾆｼｵｶ ﾚｵ 小6

6 ヨコハマＳＣ 1855 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 小6
ﾖｺﾊﾏSC 学童 1846 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 小6

1849 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 小6
1847 岡田　陶利 ｵｶﾀﾞ ﾀｳﾄ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 1100 斉藤　辰弥 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 小6
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 1103 中井　雄太 ﾅｶｲ ﾕｳﾀ 小6

1101 大谷　侑輝 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 小5
1106 中村　和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 小6

8 ＪＳＳ宝塚 3095 松山　裕貴 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 小6
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3093 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 小6

3096 浅野　暁啓 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ 小6
3092 秋山　直大 ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 小6
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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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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

5組
1 パル紀の川 3260 吉野　悠太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 小6

ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ 学童 3262 川合　慧卓 ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ 小6
3261 雑賀　　歩 ｻｲｶ ｱﾕﾑ 小6
3258 引本　佳尭 ﾋｷﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 小6

2 イトマン館林 534 伊藤　智久 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 小5
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 539 江森　弘樹 ｴﾓﾘ ﾋﾛｷ 小6

552 中里　貴央 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｶﾋﾛ 小6
541 細谷　　理 ﾎｿﾔ ｻﾄﾙ 小5

3 岐阜中央ＳＳ 2687 奥田　昌太 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小6
ｷﾞﾌﾁｭｳｵｳ 学童 2682 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 小6

2684 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 小5
2686 長屋　昌志 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｼ 小6

4 イトマン川崎 1985 渡辺　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1971 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 小6

1977 小林　　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 小6
1986 土居　義陽 ﾄﾞｲ ﾖﾘﾀｶ 小6

5 イトマン大宮 633 稲冨　一輝 ｲﾅﾄﾐ ｶｽﾞｷ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 653 野中　隆正 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 小6

632 安藤　一歩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾎ 小6
644 畝原　一陽 ｳﾈﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 小6

6 東住吉ＳＳ 2874 西川　　徹 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ 小6
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 学童 2875 竹内　一真 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 小6

2878 段松　侑太 ﾀﾞﾝﾏﾂ ﾕｳﾀ 小5
2882 飯田　裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小6

7 ＪＳＳニホー 3113 長谷川　奨 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 小6
JSSﾆﾎｰ 学童 3120 和田　真哉 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 小6

3117 湯川　椋平 ﾕｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 小6
3119 福原　佳樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ 小5

8 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 1813 横久　健祐 ﾖｺﾋｻ ｹﾝｽｹ 小6
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1818 成田　卓磨 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾏ 小6

1817 小川　　巧 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 小6
1815 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 小6
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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.138 男子    200m   メドレーリレー   予選   6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

6組
1 東急ＳＣ 1928 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 小5

ﾄｳｷｭｳSC 学童 1926 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 小5
1927 森　　雅和 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 小6
1925 後藤　昂介 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ 小6

2 名鉄ＳＳ神宮 2587 成田　峻輔 ﾅﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾞﾝｸ 学童 2584 宮口　泰歩 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾔｽﾎ 小6

2588 石橋　佑記 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 小6
2586 松田　拓磨 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6

3 コナミ青葉台 1968 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1962 折戸　優樹 ｵﾘﾄ ﾕｳｷ 小5

1966 天神　　翼 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ 小6
1951 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 小6

4 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2145 鈴木　優作 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 小6
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2144 本井　　涼 ﾓﾄｲ ﾘｮｳ 小6

2120 沖本　悠暉 ｵｷﾓﾄ ﾕｳｷ 小6
2131 小野　浩貴 ｵﾉ ﾋﾛｷ 小6

5 イトマン王寺 3236 村田　健介 ﾑﾗﾀ ｹﾝｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 3241 眞野　　聡 ﾏﾉ ｻﾄｼ 小6

3234 永田　裕也 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 小6
3238 辻　　孝鴻 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 小6

6 春日部中央 945 小川　大輝 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小6
ﾁｭｳｵｳSS 学童 943 柴本　裕人 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 小6

948 相馬　光佑 ｿｳﾏ ｺｳｽｹ 小6
944 住吉　勇紀 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ 小6

7 ＢＳＳ古賀 3601 石井　昂雄 ｲｼｲ ﾀｶｵ 小6
BSSｺｶﾞ 学童 3595 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 小6

3593 古市　翔大 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾀ 小6
3598 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 小6

8 イ大教いわき 345 佐藤　祐樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｲﾜｷ 学童 341 関口　　聡 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ 小6

344 合津　翔太 ｺﾞｳﾂ ｼｮｳﾀ 小6
347 矢吹　拓郎 ﾔﾌﾞｷ ﾀｸﾛｳ 小6
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