
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. 65 男子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:31.70
11～12歳            大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 東京ＳＣ 1082 多田陸太郎 ﾀﾀﾞ ﾘｸﾀﾛｳ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 1071 小宮　　玄 ｺﾐﾔ ｹﾞﾝ 中1

1083 大河内　怜 ｵｵｺｳﾁ ﾚｲ 小6
1077 菅　　千寛 ｽｶﾞ ﾁﾋﾛ 中1

3 枚方ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 2384 田坂　草太 ﾀｻｶ ｿｳﾀ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2386 田渕　　誠 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｺﾄ 小6

2385 後藤　広志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 小6
2383 名迫　智哉 ﾅｻｺ ﾄﾓﾔ 中1

4 KONAMI青葉台 1595 岩室比呂人 ｲﾜﾑﾛ ﾋﾛﾄ 中1
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1594 伊藤　彰汰 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 小6

1597 榊原　利基 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｷ 中1
1606 富内　　檀 ﾄﾐｳﾁ ﾀﾞﾝ 中1

5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 868 中村　和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 862 斉藤　辰弥 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 中1

863 大谷　侑輝 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 小6
870 平嶋竜太郎 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小6

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

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

7 イトマン大宮 486 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 481 阿部　真吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 小6

489 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 小6
483 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小5

8 田柄ＳＣ 1028 近藤　祐輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 小6
ﾀｶﾞﾗSC 1034 須藤　洋伸 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中1

1029 桑原　勇太 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 小6
1031 高橋　侑希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中1

9 唐津ＳＣ 2862 小形　純平 ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小5
ｶﾗﾂSC 2860 稲葉　桂亮 ｲﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ 中1

2864 中島　　隆 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳ 中1
2861 金持　義和 ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 中1
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学校

2組
1 ブルーア－ス 1808 村松弘勇紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 中1

ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 中学 1810 池田　義規 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 中1
1813 仲澤　　稜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中1
1805 深沢　英之 ﾌｶｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 中1

2 ヨコハマＳＣ 1512 乾　　隆徳 ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ 中1
ﾖｺﾊﾏSC 1510 岡田　陶利 ｵｶﾀﾞ ﾀｳﾄ 中1

1509 押切　雄大 ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ 中1
1513 坂根　優稀 ｻｶﾈ ﾕｳｷ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ大宮南 695 杉本　悠樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 中1
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 701 齊藤　涼太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小6

696 大村　航汰 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 小6
693 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 小6

4 アクラブ調布 985 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 小6
AQLUB CH 982 山本　海人 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 中1

981 井上　雄飛 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾋ 小6
984 須永　悠太 ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 小6

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

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

6 ＢＳＳ古賀 2818 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 中1
BSSｺｶﾞ 中学 2817 古市　翔大 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾀ 中1

2822 石井　昂雄 ｲｼｲ ﾀｶｵ 中1
2819 山田　克駿 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 中1

7 KONAMI西葛西 1152 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 小6
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

1159 杉山　拓博 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾋﾛ 中1
1154 氏家　　航 ｳｼﾞｲｴ ﾜﾀﾙ 小6

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

9 守口イトマン 2308 津村　一輝 ﾂﾑﾗ ｲｯｷ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 2309 三木　克規 ﾐｷ ｶﾂﾉﾘ 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
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