
第29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. 20 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
10歳以下            大会記録  2:15.09

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 イトマン加須 624 野間　隼斗 ﾉﾏ ﾊﾔﾄ 小5

ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 618 橋本　樹門 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾄ 小5
616 磯野　洋樹 ｲｿﾉ ﾋﾛｷ 小5
623 片平　大登 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛﾄ 小4

2 イトマン函館 49 早田　悠馬 ﾊﾔﾀ ﾕｳﾏ 小4
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 44 七尾　結輝 ﾅﾅｵ ﾕｳｷ 小5

41 丸山　政駿 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 小4
52 福田　雄大 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 968 末永　健大 ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 969 木村　　駿 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 小5

961 中村　　陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 小4
954 佐野　哲朗 ｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 小5

4 ｲﾄﾏﾝ宇都宮 360 木戸　孝充 ｷﾄﾞ ﾀｶﾐﾂ 小3
ｲﾄﾏｳﾂﾉﾐﾔ 学童 357 森戸　立樹 ﾓﾘﾄ ﾘｷ 小5

356 佐藤　寛輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小4
358 石岡　大誠 ｲｼｵｶ ﾀｲｾｲ 小4

5 イトマン川崎 1609 寺内　直樹 ﾃﾗｳﾁ ﾅｵｷ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 学童 1618 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 小5

1620 渡辺　将吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 小4
1617 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 小5

6 イトマン深谷 582 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 585 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 小4

583 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 小4
588 福島　波希 ﾌｸｼﾏ ﾅﾐｷ 小5

7 イトマン鴻巣 715 木村　光太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 702 阿部　航平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 小5

706 寺田　海斗 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 小4
704 高田　修平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ 小5

8 KONAMI海老名 1587 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 小5
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 1593 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 小5

1589 永田　航平 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ 小5
1588 井上　静也 ｲﾉｳｴ ｼｽﾞﾔ 小4

9 ウィンわかば 597 小野　　翼 ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ 小5
ｳｨﾝﾜｶﾊﾞ 学童 595 金子　竜大 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ 小4

596 山田　祥平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 小5
599 野口　龍星 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 小5
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第29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. 20 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
10歳以下            大会記録  2:15.09

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン高崎 437 片山　祥也 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾔ 小5

ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 434 波潟理登志 ﾅﾐｶﾀ ｻﾄｼ 小4
422 佐藤　駿平 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小4
435 富岡　　渉 ﾄﾐｵｶ ﾜﾀﾙ 小5

2 ｲﾄﾏﾝ大宮南 689 河野　裕明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 692 小平　剛徳 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ 小5

699 藤井　　恒 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ 小5
700 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 小4

3 イトマン大教 529 山崎　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 小5
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 541 渡辺　和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小4

533 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 小5
526 古城　凱利 ｺｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 小4

4 イトマ東川口 678 久保　　充 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾙ 小5
ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞ 学童 682 生形　優弥 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳﾔ 小5

677 花塚　広輝 ﾊﾅﾂｶ ﾋﾛｷ 小5
680 高橋　涼輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 小4

5 東京ＳＣ 1095 野崎　雄汰 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1063 荒木　　創 ｱﾗｷ ｿｳ 小5

1088 楠　　脩平 ｸｽﾉｷ ｼｭｳﾍｲ 小5
1097 和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小5

6 イトマン前橋 452 登坂　勇人 ﾄｻｶ ﾊﾔﾄ 小4
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 学童 451 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 小4

449 足立　侃史 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾖｼ 小5
445 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1730 桜井　翔太 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 小5
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1727 戸野本陽友 ﾄﾉﾓﾄ ﾖｳｽｹ 小4

1725 吉場　春輝 ﾖｼﾊﾞ ﾊﾙｷ 小4
1734 赤川　友斗 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 小4

8 イトマン奈良 2605 坂本　魁生 ｻｶﾓﾄ ｶｲ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅﾗ 学童 2607 小西　雄大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 小5

2614 藤政　　魁 ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ 小5
2604 古橋　克陵 ﾌﾙﾊｼ ｶﾂﾀｶ 小5

9 岸和田ＳＳ 2315 松田　　涼 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 小5
ｷｼﾜﾀﾞｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰ 学童 2312 神野　友哉 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 小5

2313 川端　涼介 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 小3
2314 近藤慎之介 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 小5
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第29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. 20 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
10歳以下            大会記録  2:15.09

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ宝塚 2511 松田　幸大 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 小3

JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 2509 松井　瑞輝 ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ 小4
2501 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 小4
2507 山本善太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ 小4

2 KONAMI林間 1493 押田　　悠 ｵｼﾀﾞ ﾕｳ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1498 菅井　太陽 ｽｶﾞｲ ﾀｲﾖｳ 小4

1502 中津川琢朗 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 小5
1499 斉藤　大耀 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ 小5

3 御幸ヶ原ＳＳ 343 勝間　　嶺 ｶﾂﾏ ﾚｲ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 345 松井　　涼 ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 小5

346 松尾　右記 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 小4
340 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小5

4 東京ＤＣ桜台 1274 梶沼　照史 ｶｼﾞﾇﾏ ﾃﾙﾌﾐ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1286 茂木　雅巧 ﾓﾃｷﾞ ﾏｻﾖｼ 小5

1280 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小5
1279 佐藤　　錬 ｻﾄｳ ﾚﾝ 小5

5 イトマン埼玉 652 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小5
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 667 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小3

655 古藤　　樹 ｺﾄｳ ﾀﾂｷ 小5
656 江森　大将 ｴﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 小4

6 川口インター 470 高野　晃成 ﾀｶﾉ ｱｷﾅﾘ 小5
ｶﾜｸﾞﾁｲﾝﾀ 学童 471 新山　雄希 ﾆｲﾔﾏ ﾕｳｷ 小5

477 渡部　敦士 ﾜﾀﾍﾞ ｱﾂｼ 小5
473 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 小5

7 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2598 汪　　　凱 ｵｳ ｶﾞｲ 小5
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2597 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 小5

2596 大西真太郎 ｵｵﾆｼ ｼﾝﾀﾛｳ 小5
2594 松浦　譲大 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｮｳﾀﾞｲ 小5

8 イトマン北本 509 柿沼龍太郎 ｶｷﾇﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4
ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 学童 511 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ 小4

516 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 小4
510 黒沢　康太 ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ 小4

9 大阪水泳学校 2351 眞田龍太郎 ｻﾅﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小5
OSAKA.SG 学童 2352 橋本　和希 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 小4

2356 矢治　日高 ﾔｼﾞ ﾋﾀﾞｶ 小4
2353 松井　僚汰 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ 小4

10 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1629 市川　　徹 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂ 小5
ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 学童 1627 佐藤　大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小5

1634 増田　　怜 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲ 小5
1637 熱田　慶人 ｱﾂﾀ ﾖｼﾄ 小4
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