
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. 63 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
10歳以下            大会記録  2:01.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 イトマン北口 75 永木　宏亮 ﾅｶﾞｷ ｺｳｽｹ 小5

ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ 学童 79 前田　悠登 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 小5
81 林　　春輝 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 小4
80 谷口　優冴 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｻﾞ 小5

2 KONAMI林間 1502 中津川琢朗 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1493 押田　　悠 ｵｼﾀﾞ ﾕｳ 小4

1498 菅井　太陽 ｽｶﾞｲ ﾀｲﾖｳ 小4
1499 斉藤　大耀 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ 小5

3 イトマン北本 510 黒沢　康太 ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ 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

514 深井　雄登 ﾌｶｲ ﾕｳﾄ 小5
516 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ横須賀 1634 増田　　怜 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲ 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

1629 市川　　徹 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂ 小5
1637 熱田　慶人 ｱﾂﾀ ﾖｼﾄ 小4

5 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

6 ｲﾄﾏﾝ宇都宮 358 石岡　大誠 ｲｼｵｶ ﾀｲｾｲ 小4
ｲﾄﾏｳﾂﾉﾐﾔ 学童 353 角田　優介 ｶｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小5

356 佐藤　寛輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小4
357 森戸　立樹 ﾓﾘﾄ ﾘｷ 小5

7 KONAMI西葛西 1153 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1150 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 小3

1155 酒巻　優太 ｻｶﾏｷ ﾕｳﾀ 小5
1146 伊達龍汰郎 ﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4

8 イトマン越谷 735 畠山　健人 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｼｶﾞ 学童 737 恩田　大輔 ｵﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小4

736 目黒　晴也 ﾒｸﾞﾛ ｾｲﾔ 小4
741 村田　雅樹 ﾑﾗﾀ ﾏｻｷ 小5

9 KONAMI海老名 1593 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 小5
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 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
1587 伊藤　瑞輝 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 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. 63 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
10歳以下            大会記録  2:01.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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
1284 星　　友也 ﾎｼ ﾕｳﾔ 小4
1280 山口　　潮 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｼｵ 小5

2 イトマン前橋 440 原田　啓徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 小5
ﾏｴﾊﾞｲﾄﾏﾝ 学童 439 宮武　雅将 ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾕｷ 小5

451 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 小4
445 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 小4

3 イトマン大教 533 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 小5
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 529 山崎　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 小5

541 渡辺　和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小4
535 滝本　将大 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 小4

4 Ｆ－ＢＩＧ 316 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 小4
F-BIG 学童 320 田島　優輝 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小4

312 小山　勇弥 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 小4
323 髙田　智久 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 小5

5 イトマン埼玉 656 江森　大将 ｴﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 652 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小5

659 酒井　隼斗 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 小4
655 古藤　　樹 ｺﾄｳ ﾀﾂｷ 小5

6 御幸ヶ原ＳＳ 340 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小5
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 345 松井　　涼 ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 小5

343 勝間　　嶺 ｶﾂﾏ ﾚｲ 小5
346 松尾　右記 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 小4

7 かしまＡＺ 1380 塚本　　耀 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳ 小5
ｶｼﾏAZ 学童 1394 佐々木　純 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 小4

1383 堀　　凌万 ﾎﾘ ﾘｮｳﾏ 小5
1406 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｷ 小4

8 イトマン 2255 国本　泰起 ｸﾆﾓﾄ ﾀｲｷ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2249 芦田　誠人 ｱｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 小5

2265 藤原　昂大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小4
2252 乾　　勝己 ｲﾇｲ ｶﾂﾐ 小4

9 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 1617 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 小5

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
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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. 63 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:31.70
10歳以下            大会記録  2:01.19

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン高崎 435 富岡　　渉 ﾄﾐｵｶ ﾜﾀﾙ 小5

ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 437 片山　祥也 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾔ 小5
422 佐藤　駿平 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小4
425 細野　頌悟 ﾎｿﾉ ｼｮｳｺﾞ 小5

2 セ・世田谷 1253 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 小5
ｾ･ｾﾀｶﾞﾔ 学童 1248 鎌苅　翔馬 ｶﾏｶﾘ ｼｮｳﾏ 小5

1251 小鶴　陸人 ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ 小5
1245 河原　　聖 ｶﾜﾊﾗ ｻﾄﾙ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ富田林 2418 出口　慎也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 小4
ｲﾄﾄﾝﾀﾞﾊﾞ 学童 2421 濵村　侑輝 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 小5

2419 大塚　丈椰 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ 小5
2420 塚畝　　諒 ﾂｶｳﾈ ﾘｮｳ 小3

4 岐阜西ＳＣ 2152 奥村　将康 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾔｽ 小5
ｷﾞﾌﾆｼsc 学童 2155 水谷　雅典 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 小5

2153 江嵜　翔太 ｴｻｷ ｼｮｳﾀ 小4
2149 井上　敦博 ｲﾉｳｴ ｱﾂﾋﾛ 小4

5 東京ＳＣ 1097 和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1081 浅野　友軌 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 小5

1088 楠　　脩平 ｸｽﾉｷ ｼｭｳﾍｲ 小5
1062 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小5

6 イトマン深谷 588 福島　波希 ﾌｸｼﾏ ﾅﾐｷ 小5
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 583 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 小4

582 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4
580 三田村健司 ﾐﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 小5

7 金町ＳＣ 996 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1007 平田　将大 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 小5

986 衣笠　一喜 ｷﾇｶﾞｻ ｶｽﾞｷ 小5
989 逆井　大毅 ｻｶｻｲ ﾀﾞｲｷ 小5

8 八幡浜ＳＣ 2766 今本隆之介 ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 小5
ﾔﾜﾀﾊﾏSC 学童 2769 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 小5

2767 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 小5
2770 野本　周成 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 小5

9 ＪＳＳ北神戸 2578 広里　英幹 ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 小5
JSSｷﾀｺｳﾍ 学童 2580 清水　真人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 小4

2584 土山　俊太 ﾂﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 小4
2581 前切　樹駿 ﾏｴｷﾞﾘ ﾐｷﾄｼ 小5

10 イトマン横浜 1691 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1686 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 小4

1690 徳山　雄紀 ﾄｸﾔﾏ ﾕｳｷ 小5
1688 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 小4
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