
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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
11～12歳            大会記録  2:00.48

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岐阜中央ＳＳ 2137 高鳥　　寛 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｼ 小6
ｷﾞﾌﾁｭｳｵｳ 2136 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 中1

2138 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 小6
2141 長屋　吉輝 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼｷ 小6

3 イトマン向山 143 渡辺　慎平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 142 大越　　顕 ｵｵｺｼ ｹﾝ 中1

147 門馬　拓未 ﾓﾝﾏ ﾀｸﾐ 小6
134 吉野　雄太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 小6

4 唐津ＳＣ 2861 金持　義和 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 中1
ｶﾗﾂSC 2860 稲葉　桂亮 ｲﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ 中1

2862 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小5
2864 中島　　隆 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳ 中1

5 ＢＳＳ古賀 2822 石井　昂雄 ｲｼｲ ﾀｶｵ 中1
BSSｺｶﾞ 中学 2818 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 中1

2817 古市　翔大 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾀ 中1
2819 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 中1

6 守口イトマン 2295 林　　誠也 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 2308 津村　一輝 ﾂﾑﾗ ｲｯｷ 中1

2310 大田　一貴 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 小6
2297 宮本　将崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 中1

7 イトマン埼玉 650 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 668 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 小6

647 宇野澤　聖 ｳﾉｻﾞﾜ ｼｮｳ 小6
643 椎橋　凌也 ｼｲﾊﾞｼ ﾘｮｳﾔ 中1

8 東京ＤＣ桜台 1275 梶沼　正義 ｶｼﾞﾇﾏ ﾏｻﾖｼ 中1
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 中学 1282 植木　純己 ｳｴｷ ｱｽﾞﾐ 中1

1277 五十嵐義也 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾔ 中1
1283 杉林　侑樹 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 中1

9 ブルーア－ス 1810 池田　義規 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 中1
ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 1803 加賀美　遼 ｶｶﾞﾐ ﾘｮｳ 小6

1808 村松弘勇紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 中1
1813 仲澤　　稜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中1
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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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
11～12歳            大会記録  2:00.48

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 イトマン大宮 482 稲冨　一輝 ｲﾅﾄﾐ ｶｽﾞｷ 中1
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 489 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 小6

487 高橋　　悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 小6
486 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6

3 サンライン 637 板谷　尚樹 ｲﾀﾔ ﾅｵｷ 小6
ｻﾝﾗｲﾝ 633 菊地原正憲 ｷｸﾁﾊﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ 中1

636 竹田　悠馬 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 中1
632 遠藤　達也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 中1

4 名古屋ＳＣ 2003 早川裕一朗 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6
ﾅｺﾞﾔSC 2005 田中　　玄 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 小6

2001 石橋　佑記 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 中1
2000 松田　拓磨 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 中1

5 東急ＳＣ 1575 菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 小6
ﾄｳｷｭｳSC 1573 上野　聖人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 小6

1574 森　　雅和 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 中1
1571 後藤　昂介 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ 中1

6 東京ＳＣ 1053 稲吉　竜希 ｲﾅﾖｼ ﾘｭｳｷ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 1078 西平　龍生 ﾆｼﾋﾗ ﾘｭｳｷ 中1

1083 大河内　怜 ｵｵｺｳﾁ ﾚｲ 小6
1082 多田陸太郎 ﾀﾀﾞ ﾘｸﾀﾛｳ 中1

7 ピュア仙南 160 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 小6
ﾋﾟｭｱｾﾝﾅﾝ 学童 162 平井　　陽 ﾋﾗｲ ﾖｳ 小6

161 藤原　拓登 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 小6
159 安藤宏一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6

8 KONAMI西葛西 1159 杉山　拓博 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾋﾛ 中1
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 1160 石田遼太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

1162 仲尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 小6
1152 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 小6

9 大館ＳＳ 174 伊勢　政大 ｲｾ ﾏｻﾋﾛ 中1
ｵｵﾀﾞﾃSS 175 伊藤　雅也 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 中1

179 大黒　文人 ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ 小6
177 菅原　　令 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 小6
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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. 22 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:42.09
11～12歳            大会記録  2:00.48

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 かしまＡＺ 1384 木原　浩志 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 中1
ｶｼﾏAZ 1395 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 小6

1377 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 小6
1390 高橋　裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 中1

3 群馬渋川ＳＳ 389 原　　寛弥 ﾊﾗ ﾋﾛﾔ 中1
ｸﾞﾝｼﾌﾞSS 388 関　　　翼 ｾｷ ﾂﾊﾞｻ 小6

386 加藤　康平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 小5
391 髙山　恭佑 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 中1

4 ＡＴＳＣ 1739 新村　健太 ｼﾝﾑﾗ ｹﾝﾀ 小6
ATSC 1748 木村　匠吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 中1

1741 斉藤　良賢 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 中1
1742 石井　康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 中1

5 ヨコハマＳＣ 1513 坂根　優稀 ｻｶﾈ ﾕｳｷ 小6
ﾖｺﾊﾏSC 1509 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 中1

1512 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 中1
1510 岡田　陶利 ｵｶﾀﾞ ﾀｳﾄ 中1

6 イトマン鴻巣 705 志村　貴史 ｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 708 川島涼太朗 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

703 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 中1
707 成澤　千樹 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｷ 中1

7 能美ＳＣ 1899 西田　拓未 ﾆｼﾀ ﾀｸﾐ 中1
ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 1898 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 中1

1896 山田　舞斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲﾄ 中1
1897 室田将太郎 ﾑﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 小6

8 ＳＵＮ加西 2544 岡本　励央 ｵｶﾓﾄ ﾚｵ 中1
SUNｶｻｲ 2546 高嶋　拓也 ﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ 小6

2547 三宅　惇也 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾔ 中1
2545 宮長　恭平 ﾐﾔﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 中1

9 多摩ＩＳＣ 1263 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 中1
ﾀﾏISC 1262 田岡　将治 ﾀｵｶ ﾏｻﾊﾙ 小6

1270 中川　太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 小6
1268 設楽　建太 ｼﾀﾗ ｹﾝﾀ 小6

10

Page: 3/3 Printing: 2006/08/26 15:51:00

石  川

兵  庫

東  京

群  馬

神奈川

神奈川

埼  玉

東  京

加　盟


