
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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ＪＳＳ粟崎 2373 蒲田龍太郎 ｶﾏﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小5

JSSｱﾜｶﾞｻ 学童 2377 北上　　晃 ｷﾀｶﾞﾐ ｱｷﾗ 小5
2378 網江　恭汰 ｱﾐｴ ｷｮｳﾀ 小6
2375 今井　恭太 ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ 小6

2 コナミ津田沼 1166 村元　建太 ﾑﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 小6
ｺﾅﾐﾂﾀﾞﾇﾏ 学童 1163 上田　倖司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 小6

1165 川北　純平 ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
1164 西塚　　翼 ﾆｼﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 小6

3 桜泳会ＳＳ 3227 宮川　大地 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 中1
ｵｳｴｲｶｲSS 3230 森下　健土 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾄ 小6

3229 松村　知弥 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 小6
3233 長村　悠太 ｵｻﾑﾗ ﾕｳﾀ 小6

4 鶴岡ＳＣ 273 太田　卓哉 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 小6
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 学童 269 秋葉　江史 ｱｷﾊﾞ ｺｳｼ 小6

271 庄司　輝拓 ｼｮｳｼﾞ ｷｾｷ 小6
274 大滝　健斗 ｵｵﾀｷ ｹﾝﾄ 小6

5 名鉄ＳＳ神宮 2588 石橋　佑記 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾞﾝｸ 学童 2585 山口　峻司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 小6

2586 松田　拓磨 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6
2587 成田　峻輔 ﾅﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ 小6

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 1815 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 小6
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1817 小川　　巧 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 小6

1813 横久　健祐 ﾖｺﾋｻ ｹﾝｽｹ 小6
1818 成田　卓磨 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾏ 小6

7 空港ＳＳ 3475 濱田　起郎 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾛｳ 小6
ｸｳｺｳSS 学童 3473 西内　　司 ﾆｼｳﾁ ﾂｶｻ 小5

3474 西内　　匠 ﾆｼｳﾁ ﾀｸﾐ 小6
3472 坂本　竜也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 小6

8 ＳＵＮ網干 3142 西岡　礼央 ﾆｼｵｶ ﾚｵ 小6
ｻﾝｱﾎﾞｼ 学童 3141 原　　健斗 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 小6

3144 木下　周哉 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾔ 小6
3143 馬場　和博 ｳﾏﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 小5
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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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＡＴＳＣ 2156 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 小6

ATSC 学童 2148 新村　健太 ｼﾝﾑﾗ ｹﾝﾀ 小5
2151 石井　康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 小6
2150 斉藤　良賢 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 981 末永　隼人 ｽｴﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 学童 980 長尾　昌樹 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｷ 小6

979 石井　佑介 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 小6
984 鈴木　航太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小5

3 イトマン昭島 1676 河村　俊哉 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼﾔ 小6
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 学童 1677 菊池　駿介 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 小6

1685 内田　大貴 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小6
1675 伊藤　和哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 小6

4 ﾙ･ﾄｰｱ沼津 2393 内藤　　怜 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 小6
ﾙ･ﾄｰｱﾇﾏﾂ 学童 2389 杉山　康貴 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 小6

2391 杉山健太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 小6
2390 杉山　裕紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小6

5 イトマン館林 552 中里　貴央 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｶﾋﾛ 小6
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 539 江森　弘樹 ｴﾓﾘ ﾋﾛｷ 小6

556 平井　寿樹 ﾋﾗｲ ｶｽﾞｷ 小6
541 細谷　　理 ﾎｿﾔ ｻﾄﾙ 小5

6 イトマン王寺 3238 辻　　孝鴻 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 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
3236 村田　健介 ﾑﾗﾀ ｹﾝｽｹ 小6

7 アクラブ調布 1245 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 小5
AQLUB CH 学童 1238 伊勢　大樹 ｲｾ ﾀｲｷ 小6

1241 井上　雄飛 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾋ 小5
1240 伊藤　龍仁 ｲﾄｳ ﾀﾂﾋﾄ 小6

8 トピレック 1387 木室進多郎 ｷﾑﾛ ｼﾝﾀﾛｳ 小5
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1380 座光寺柾志 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾏｻｼ 小6

1378 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛ 小6
1390 齋藤　　晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 小5
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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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 枚方ＳＳ 2947 永田　奨悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 小6

ﾋﾗｶﾀSS 学童 2950 田坂　草太 ﾀｻｶ ｿｳﾀ 小6
2948 山田　洋輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 小6
2952 田渕　　誠 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｺﾄ 小5

2 イトマン向山 202 日比野大輝 ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 195 大越　　顕 ｵｵｺｼ ｹﾝ 小6

184 岡田　健太 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 小5
185 吉野　雄太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 小5

3 イトマン安中 566 太田　佳吾 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 学童 563 小板橋　克 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｽｸﾞﾙ 小6

565 石井　　俊 ｲｼｲ ｼｭﾝ 小6
570 北村　日高 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾀﾞｶ 小6

4 能美ＳＣ 2346 室田将太郎 ﾑﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 小5
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 学童 2348 西田　拓未 ﾆｼﾀ ﾀｸﾐ 小6

2345 山田　舞斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲﾄ 小6
2347 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 小6

5 かしまＡＺ 1695 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1719 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 小6

1704 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 小5
1700 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 小6

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2144 本井　　涼 ﾓﾄｲ ﾘｮｳ 小6
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2120 沖本　悠暉 ｵｷﾓﾄ ﾕｳｷ 小6

2137 増田隆之介 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 小6
2131 小野　浩貴 ｵﾉ ﾋﾛｷ 小6

7 ＭＹＳ国立 1279 信夫　知也 ｼﾉﾌﾞ ｶｽﾞﾔ 小6
MYSｸﾆﾀﾁ 学童 1288 傳田　雅一 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 小6

1287 和田　　真 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ 小5
1281 滝本　悠介 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 小6

8 イトふじみ野 951 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 小5
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 952 椛澤　大輔 ｶﾊﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 小6

966 前島　遼太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 小5
953 関川　和晃 ｾｷｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ稲毛 1193 行木　　捷 ﾕｳｷ ｼｮｳ 小6

ｺﾅﾐｲﾅｹﾞ 学童 1194 合田　龍馬 ｱｲﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 小6
1195 佐藤　聖樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 小6
1196 矢幅　裕二 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 小6

2 イトマン大宮 653 野中　隆正 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 644 畝原　一陽 ｳﾈﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 小6

638 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小5
632 安藤　一歩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾎ 小6

3 ヨコハマＳＣ 1849 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 小6
ﾖｺﾊﾏSC 学童 1847 岡田　陶利 ｵｶﾀﾞ ﾀｳﾄ 小6

1851 栗原　草太 ｸﾘﾊﾗ ｿｳﾀ 小6
1855 石川　航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 小6

4 コナミ青葉台 1951 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1966 天神　　翼 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ 小6

1955 三沢　健太 ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ 小6
1968 本荘　貴之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 小6

5 御幸ヶ原ＳＳ 480 髙野　　潤 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 459 坂口　　力 ｻｶｸﾞﾁ ﾁｶﾗ 小6

471 森島　勇次 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｼﾞ 小6
476 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小5

6 桃の里 3027 上農　　紳 ｶﾐﾉ ｼﾝ 小6
ﾓﾓﾉｻﾄ 学童 3028 三原　眞人 ﾐﾊﾗ ﾏｺﾄ 小6

3025 角田　幹生 ｶｸﾀ ﾓﾄｷ 小6
3026 大月　雅貴 ｵｵﾂｷ ﾏｻｷ 小6

7 イトマン川崎 1986 土居　義陽 ﾄﾞｲ ﾖﾘﾀｶ 小6
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1977 小林　　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 小6

1971 南原　一樹 ﾅﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 小6
1985 渡辺　一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小5

8 大飯・アクア 2385 細井孝太郎 ﾎｿｲ ｺｳﾀﾛｳ 小6
ｵｵｲ･ｱｸｱ 学童 2388 利光　　諒 ﾄｼﾐﾂ ﾘｮｳ 小6

2386 藤井　健人 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 小6
2384 河合　　厚 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＪＳＳ宝塚 3092 秋山　直大 ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 小6

JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3096 浅野　暁啓 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ 小6
3093 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 小6
3095 松山　裕貴 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 小6

2 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 2488 磯谷　祐斗 ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾄ 小6

2493 大橋　諒輔 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 小6
2498 鈴木健太良 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 1106 中村　和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 小6
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 1100 斉藤　辰弥 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 小6

1101 大谷　侑輝 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 小5
1103 中井　雄太 ﾅｶｲ ﾕｳﾀ 小6

4 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 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
2875 竹内　一真 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 小6

5 甲府ＳＳ 2207 江原　騎士 ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ 小6
ｺｳﾌSS 学童 2218 東　祐之介 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾉｽｹ 小5

2212 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 小6
2215 深山　知生 ﾌｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 1546 柴崎　直輝 ｼﾊﾞｻｷ ﾅｵｷ 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
1544 奥田　大地 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 小6

7 レイＳＣ倉敷 3310 渡部　僚太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾚｲSCｸﾗｼｷ 学童 3309 西井　悠貴 ﾆｼｲ ﾕｳｷ 小5

3308 酒本　直弥 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 小6
3312 来間　隆史 ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ 小6

8 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1124 芹澤　弘一 ｾﾘｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 中1
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 1136 大野祥太郎 ｵｵﾉ ｼｮﾀﾛｳ 小6

1128 荒井　　希 ｱﾗｲ ﾉｿﾞﾑ 小6
1118 榎本　滉平 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ 小5
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山  梨

東  京

岡  山

千  葉

兵  庫

愛  知

千  葉

大  阪



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.190 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
11～12歳            大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1

2

3

4 春日部中央 948 相馬　光佑 ｿｳﾏ ｺｳｽｹ 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

944 住吉　勇紀 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ 小6
945 小川　大輝 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小6

5

6

7

8
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埼  玉


