
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.188 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
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 ようどう館 3611 谷口　史弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 小4
ﾖｳﾄﾞｳｶﾝ 学童 3609 梶谷　一樹 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 小4

3612 俵　　直人 ﾀﾜﾗ ﾅｵﾄ 小4
3610 江口　一輝 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 小4

4 協栄SC相模原 2082 佐藤　　魁 ｻﾄｳ ｶｲ 小4
KYOEISAG 学童 2086 大谷　基哲 ｵｵﾀﾆ ﾓﾄﾉﾘ 小4

2083 小林　優介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 小3
2081 高橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 小3

5 ｲﾄﾏﾝ宇都宮 485 石岡　大誠 ｲｼｵｶ ﾀｲｾｲ 小3
ｲﾄﾏｳﾂﾉﾐﾔ 学童 483 森戸　立樹 ﾓﾘﾄ ﾘｷ 小4

481 角田　優介 ｶｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小4
482 佐藤　寛輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小3
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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.188 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
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 御幸ヶ原ＳＳ 462 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小4
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 467 松井　　涼 ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 小4

455 吉田　迅希 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｷ 小4
458 高橋　佑理 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 小4

3 岐阜西ＳＣ 2695 奥村　将康 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾔｽ 小4
ｷﾞﾌﾆｼsc 学童 2700 水谷　雅典 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 小4

2697 江嵜　翔太 ｴｻｷ ｼｮｳﾀ 小3
2703 鷲崎　智行 ｽｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 小4

4 ＣＡＣＳＳ 1009 林　　祐矢 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 小4
CACSS 学童 999 加藤　滉平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 小4

1008 福島　拓朗 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾛｳ 小4
1006 相羽　　純 ｱｲﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 小4

5 ル・浦和 941 北村　佑樹 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 小3
ﾙ･ｳﾗﾜ 学童 940 大久保晶庸 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ 小3

939 山田　拓実 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 小4
938 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 小4

6 トピレック 1384 猪又　敦哉 ｲﾉﾏﾀ ｱﾂﾔ 小4
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1381 笹原　　怜 ｻｻﾊﾗ ﾚﾝ 小3

1379 座光寺拓実 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾀｸﾐ 小4
1383 正田　大一 ｼｮｳﾀﾞ ﾀｲﾁ 小4

7 イトマン館林 538 熊倉　幸希 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 小4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 537 関口　賢人 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 小4

542 三浦　徹也 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾔ 小4
535 伊藤　遼太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 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.188 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
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 イトマン北本 667 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ 小3

ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 666 黒沢　康太 ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ 小3
674 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 小3
671 石岡　　諒 ｲｼｵｶ ﾘｮｳ 小4

2 コナミ青葉台 1964 大平　俊介 ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1956 小池倫太郎 ｺｲｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 小4

1965 天神　　航 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾜﾀﾙ 小4
1958 神保　洋晶 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 小4

3 東京ＤＣ桜台 1590 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1595 湯浅　公貴 ﾕｱｻ ｺｳｷ 小4

1588 玉置　　滉 ﾀﾏｷ ｺｳ 小4
1586 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 小3

4 イトマン東京 1517 西村　幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1513 玉田　雄太 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 小4

1512 橋本　　涼 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 小4
1522 中島　　輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 小4

5 林　水泳教室 1802 谷津田将太 ﾔﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小4
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1793 佐竹　　崚 ｻﾀｹ ﾘｮｳ 小4

1796 緒方　　魁 ｵｶﾞﾀ ｶｲ 小4
1800 大井　　央 ｵｵｲ ﾋﾛｼ 小4

6 カワサキＳＣ 1873 山本　貴也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 小4
ｶﾜｻｷSC 学童 1878 猪野　滉太 ｲﾉ ｺｳﾀ 小4

1871 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 小4
1876 渋谷　星志 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞ 小4

7 イトマン大宮 634 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 651 服部　晋平 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 小4

641 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 小4
655 澤村　正之 ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 小4

8 柏　　洋 1083 猪狩　　好 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ 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

1080 松本　雄嗣 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 小4
1079 横澤　大吉 ﾖｺｻﾜ ﾀﾞｲｷﾁ 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.188 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
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 イトマン川崎 1981 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 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
1975 寺内　直樹 ﾃﾗｳﾁ ﾅｵｷ 小4
1974 堺　　　隼 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 小4

2 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 1493 荒井　　鉄 ｱﾗｲ ﾃﾂ 小4

1496 中川　湧太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小4
1500 加瀬　陵我 ｶｾ ﾘｮｳｶﾞ 小4

3 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 855 加藤　尚也 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 小4

856 花塚　広輝 ﾊﾅﾂｶ ﾋﾛｷ 小4
860 生形　優弥 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳﾔ 小4

4 イトマン埼玉 820 角田　大輔 ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 830 織田　将徳 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 小4

824 古藤　　樹 ｺﾄｳ ﾀﾂｷ 小4
821 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小4

5 イトマン富田林 2997 中野　一輝 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ 小4
ｲﾄﾄﾝﾀﾞﾊﾞ 学童 2990 勝谷　　渉 ｶﾂﾀﾆ ﾜﾀﾙ 小4

2991 出口　慎也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 小3
2998 竹辻　勝生 ﾀｹﾂｼﾞ ｶﾂｷ 小4

6 イトマン深谷 751 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 小3
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 758 福島　波希 ﾌｸｼﾏ ﾅﾐｷ 小4

750 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小3
748 三田村健司 ﾐﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 小4

7 ＪＳＳ北神戸 3177 広里　英幹 ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 小4
JSSｷﾀｺｳﾍ 学童 3185 土山　俊太 ﾂﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 小3

3180 前切　樹駿 ﾏｴｷﾞﾘ ﾐｷﾄｼ 小4
3176 岩山　昂生 ｲﾜﾔﾏ ｺｳｾｲ 小4

8 横浜サクラ 2040 瀧本　真哉 ﾀｷﾓﾄ ｼﾝﾔ 小3
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 2038 祝田　優人 ｲﾜｲﾀﾞ ﾏｻﾄ 小4

2034 江良　俊貴 ｴﾗ ﾄｼﾀｶ 小4
2037 宗像広之進 ﾑﾅｶﾀ ﾋﾛﾉｼﾝ 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.188 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
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 コナミ西葛西 1432 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 小3

ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1435 小野航太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 小4
1434 酒巻　優太 ｻｶﾏｷ ﾕｳﾀ 小4
1426 伊達龍太郎 ﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小3

2 イトマン大教 697 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 691 吉留　祥吾 ﾖｼﾄﾒ ｼｮｳｺﾞ 小4

707 堀口　元輝 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 小4
703 渡辺　和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小3

3 イトマン高崎 579 清水　　諒 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 582 飯野　友太 ｲｲﾉ ﾕｳﾀ 小4

583 片山　祥也 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾔ 小4
574 細野　頌悟 ﾎｿﾉ ｼｮｳｺﾞ 小4

4 三菱養和ＳＳ 1454 森重　拓朗 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 小3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1462 齋藤　雄行 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺｳ 小4

1457 村上　太郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾛｳ 小4
1459 藤岡　遼平 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 小4

5 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 788 松本宗一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4

794 野口　翔梧 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 小4
795 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 小4

6 東京ＳＣ 1364 楠　　脩平 ｸｽﾉｷ ｼｭｳﾍｲ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1357 浅野　友軌 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 小4

1343 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小4
1372 和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 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 47 後藤　　祭 ｺﾞﾄｳ ﾏﾂﾘ 小4

54 大沼　勇人 ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾄ 小4
48 高橋　駿輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 小4

8 イトマン横浜 2070 菊池　洋大 ｷｸﾁ ﾖｳﾀﾞｲ 小4
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
2073 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 小3
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