
第29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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2201 三村　　航 ﾐﾑﾗ ﾜﾀﾙ 小3
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 2216 鈴木　湧人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小4

2204 室星　太郎 ﾑﾛﾎｼ ﾀﾛｳ 小3
2203 山本　敦大 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 小4

4 ＳＡＴ雪谷 1689 前田　侃亮 ﾏｴﾀﾞ ｶﾝｽｹ 小4
SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1692 伴　　瞭太 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳﾀ 小3

1691 藤岡　篤司 ﾌｼﾞｵｶ ｱﾂｼ 小4
1686 戸坂　　賢 ﾄｻｶ ｹﾝ 小4

5 イトマン札幌 58 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 小4
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 47 原田健太朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 小4

44 菊谷　勇介 ｷｸﾔ ﾕｳｽｹ 小4
41 角田　詞音 ﾂﾉﾀﾞ ｼｵﾝ 小3

6

7

8
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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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 大阪水泳学校 3178 岡田　茂樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 小3
OSAKA.SG 学童 3179 橋本　和希 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 小4

3189 矢治　日高 ﾔｼﾞ ﾋﾀﾞｶ 小4
3183 松井　僚汰 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ 小4

3 ベスト熊本 3903 小﨑　佑輔 ｺｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 小4
ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ 学童 3909 廣田　　悠 ﾋﾛﾀ ﾕｳ 小4

3908 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 小4
3907 堀田　　諒 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 小3

4 横浜サクラ 2229 鷲澤　　倫 ﾜｼｻﾞﾜ ﾘﾝ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 2224 舎川将太朗 ﾄﾈｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4

2226 瀧本　真哉 ﾀｷﾓﾄ ｼﾝﾔ 小4
2220 吉田　京介 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 小4

5 イトマン熊谷 762 清水　皓介 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 小3
ｲﾄﾏﾝｸﾏｶﾞ 学童 763 石井　貴章 ｲｼｲ ﾀｶｱｷ 小3

758 三津田将大 ﾐﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 小4
760 松村　圭貴 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｷ 小4

6 KONAMI西宮 3335 中村　春貴 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 小4
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 3334 前田　航太 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 小4

3332 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 小4
3333 川村　聖輝 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ 小3

7 協栄SC相模原 2271 勝又　　樹 ｶﾂﾏﾀ ｲﾂｷ 小4
KYOEISAG 学童 2270 高橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 小4

2273 石﨑　翔太 ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 小4
2275 増田光太郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 小4

8
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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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 Ａ＆Ａ西東京 1422 KRAUSE亜怜久守 ｸﾗｳｽ ｱﾚｯｸｽ 小4

A&Aﾆｼﾄｳｷ 学童 1428 田中　藤太 ﾀﾅｶ ﾄｳﾀ 小4
1423 伊藤　隆博 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 小4
1430 鈴木　隆介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 小4

2 フィッツＳＣ 2442 保　　暁人 ﾎﾞｳ ｱｷﾄ 小4
ﾌｨｯﾂSC 学童 2435 清原　一真 ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 小4

2438 村上　怜央 ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ 小4
2443 鈴木　　啓 ｽｽﾞｷ ｹｲ 小4

3 イトマン多摩 2301 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 学童 2304 中村　友祐 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 小4

2299 小城　力人 ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 小4
2295 加茂慶太郎 ｶﾓ ｹｲﾀﾛｳ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1210 桑原　颯大 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 小4
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1221 米納　　輝 ﾖﾉｳ ｱｷﾗ 小3

1219 土橋　健也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ 小4
1222 堀　　雅弥 ﾎﾘ ﾏｻﾔ 小3

5 イトマン大宮 714 芦谷　佑大 ｱｼﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 719 関本　　聡 ｾｷﾓﾄ ｻﾄｼ 小4

733 野村　陽介 ﾉﾑﾗ ﾖｳｽｹ 小4
727 児玉　響介 ｺﾀﾞﾏ ｷｮｳｽｹ 小4

6 東京ＳＣ 1451 新家大二郎 ｼﾝﾔ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1479 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 小4

1460 津田　広哉 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾔ 小4
1467 北村　竜平 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1307 高橋　海喜 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾔ 小3
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1309 山野　幹晴 ﾔﾏﾉ ﾐｷﾊﾙ 小3

1321 中村　　陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 小4
1303 岡本　卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 小3

8 KONAMI洋光台 2196 大村　勇斗 ｵｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 小4
ｺﾅﾐﾖｳｺｳ 学童 2192 出井　　陸 ｲﾃﾞｲ ﾘｸ 小4

2193 常深　浩嗣 ﾂﾈﾐ ｺｳｽｹ 小4
2194 西川　直樹 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン横浜 2264 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 小4

ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 2261 根本　啓介 ﾈﾓﾄ ｹｲｽｹ 小4
2267 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 小4
2265 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 小4

2 KONAMI西葛西 1547 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 小3
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1561 浅川　浩作 ｱｻｶﾜ ｺｳｻｸ 小4

1550 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 小4
1543 伊達龍汰郎 ﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4

3 金町ＳＣ 1352 水越　勇人 ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1371 小日向勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 小3

1364 満田遼一郎 ﾐﾂﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 小4
1374 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 小4

4 KONAMI五井 1173 高橋　海斗 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 小3
ｺﾅﾐｺﾞｲ 学童 1172 丸山　侑生 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ 小3

1174 坂本　圭汰 ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 小4
1176 石元　聡馬 ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 小4

5 イトマン鴻巣 985 木村　光太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 976 小峯　佳祐 ｺﾐﾈ ｹｲｽｹ 小4

975 寺田　海斗 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 小4
977 小林　謙太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 小4

6 イ大教二本松 376 森田　直希 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆﾎﾝﾏ 学童 373 山口　滉介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 小4

379 本田　理樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｷ 小4
380 鈴木　　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 小4

7 ダイクレＳＣ 3575 三浦　生馬 ﾐｳﾗ ｲｸﾏ 小4
ﾀﾞｲｸﾚSC 学童 3576 森重　敬良 ﾓﾘｼｹﾞ ｱﾂﾖｼ 小4

3580 林　　寛人 ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ 小4
3579 土井　康輔 ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ 小4

8 KONAMI伏見 2997 木上　純也 ｷｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 小4
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2992 杉村　怜律 ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ 小3

2996 長野　公介 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｽｹ 小4
2994 倉橋　　哲 ｸﾗﾊｼ ﾃﾂ 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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 トピレック 1491 山口　将平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 小4

ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1503 笹原　　怜 ｻｻﾊﾗ ﾚﾝ 小4
1499 稲村　将太 ｲﾅﾑﾗ ｼｮｳﾀ 小4
1498 髙田真太朗 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 小4

2 郡山南ｲﾝﾀｰ 364 星　　貴仁 ﾎｼ ﾀｶﾋﾄ 小4
ｺｵﾘﾔﾏﾐﾅﾐ 学童 366 中野　元廉 ﾅｶﾉ ﾓﾄﾔｽ 小4

362 小野塚壮祐 ｵﾉﾂｶ ｿｳｽｹ 小4
365 増子　弘樹 ﾏｽｺ ﾋﾛｷ 小4

3 ＪＳＳ宝塚 3338 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 小4
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3345 松井　瑞輝 ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ 小4

3346 松田　幸大 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 小3
3343 山本善太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ 小4

4 ＪＳＳ三木 3300 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 小4
JSSﾐｷ 学童 3298 八木　太誠 ﾔｷﾞ ﾀｲｾｲ 小4

3294 森岡　伸悟 ﾓﾘｵｶ ｼﾝｺﾞ 小4
3297 谷　　雄大 ﾀﾆ ﾕｳﾀﾞｲ 小4

5 イトマン宮森 116 伊藤　大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｲﾄﾏﾝﾐﾔﾓﾘ 学童 115 國分　翔太 ｺｸﾌﾞ ｼｮｳﾀ 小4

108 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 小4
117 荒井　聖矢 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 小4

6 ＢＳＳ太宰府 3784 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 小4
BSSﾀﾞｻﾞｲ 学童 3782 今村　丙大 ｲﾏﾑﾗ ﾍｲﾀ 小3

3783 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 小3
3786 森本　　司 ﾓﾘﾓﾄ ﾂｶｻ 小4

7 アクラブ稲城 1527 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 小3
AQLUB IG 学童 1528 藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小4

1524 江口　怜志 ｴｸﾞﾁ ﾚｲｼ 小4
1525 山崎　鴻弥 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾔ 小4

8 金田ＳＣ 1333 上野　啓輔 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 小3
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1337 村上　秀人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 小4

1338 長谷川慶一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 小4
1336 須藤　一樹 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 マリン舎人 1914 星　　優作 ﾎｼ ﾕｳｻｸ 小4

ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 学童 1911 三輪　　誠 ﾐﾜ ﾏｺﾄ 小4
1915 清野　　亘 ｷﾖﾉ ﾜﾀﾙ 小4
1906 阿部　慎吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 小4

2 イトマン前橋 670 登坂　勇人 ﾄｻｶ ﾊﾔﾄ 小4
ｲﾄﾏﾏｴﾊﾞｼ 学童 668 大類　滉一 ｵｵﾙｲ ｺｳｲﾁ 小4

666 多胡　徹也 ﾀｺﾞ ﾃﾂﾔ 小3
660 松崎　　稜 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ 小4

3 イトマン函館 85 早田　悠馬 ﾊﾔﾀ ﾕｳﾏ 小4
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 73 高橋　憲吾 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 小4

84 石川　　将 ｲｼｶﾜ ｼｮｳ 小3
69 丸山　政駿 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 小4

4 イトマン大教 770 古城　凱利 ｺｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 小4
ｲ･ﾀﾞｲｷｮｳ 学童 783 渡辺　和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小4

772 佐藤　風河 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 小3
773 山崎　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 小5

5 KONAMI多摩 1772 長谷川航大 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 小4
ｺﾅﾐﾀﾏ 学童 1769 原　　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 小4

1771 斉藤　　優 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 小3
1768 下倉　和也 ｼﾓｸﾗ ｶｽﾞﾔ 小3

6 イトマン高崎 646 西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝﾀｶｻｷ 学童 650 波潟理登志 ﾅﾐｶﾀ ｻﾄｼ 小4

637 佐藤　駿平 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小4
653 武井　弘樹 ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 小3

7 イトマン太田 689 小管　啓太 ｺｽｹﾞ ｹｲﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｵｵﾀ 学童 696 富澤　幸久 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 小4

679 阿部　優大 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
693 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 小3

8 イトマン鯱 2668 滝澤　有哉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 小3
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2663 山田　修嗣 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 小3

2670 津田　拓也 ﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 小4
2667 太田　治輝 ｵｵﾀ ﾊﾙｷ 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.136 男子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:37.85
１０歳以下          大会記録  2:10.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 鎌倉ＳＳ 2059 黒江　真陽 ｸﾛｴ ﾏﾊﾙ 小4

ｶﾏｸﾗSS 学童 2057 影久　　亮 ｶｹﾞﾋｻ ﾘｮｳ 小4
2058 江口　　奏 ｴｸﾞﾁ ｿｳ 小4
2061 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 小3

2 イトマン深谷 821 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 824 大村　宗平 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 小4

823 石川　貴士 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 小4
825 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 小4

3 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2326 赤川　友斗 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2321 戸野本陽友 ﾄﾉﾓﾄ ﾖｳｽｹ 小4

2318 吉場　春輝 ﾖｼﾊﾞ ﾊﾙｷ 小4
2333 鈴木　洸人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 小4

4 イトマン北本 744 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 746 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ 小4

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

5 イトマン埼玉 908 丸山　　潤 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 小3
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 893 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小3

916 江森　大将 ｴﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 小4
922 酒井　隼斗 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 小4

6 ｲﾄﾏﾝ大宮南 970 河野　裕明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 小4
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 968 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 小4

960 西田　圭佑 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 小4
956 小川　柾行 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 小4

7 こうでら 3417 岡本　開登 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 小4
ｺｳﾃﾞﾗ 学童 3421 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ 小4

3419 福本　　匠 ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ 小4
3418 辻元　勇人 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 小4

8 イトマン 3084 御栗　直人 ﾐｸﾘ ﾅｵﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 3087 坂本　協平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 小4

3086 国本　泰起 ｸﾆﾓﾄ ﾀｲｷ 小4
3082 乾　　勝己 ｲﾇｲ ｶﾂﾐ 小4
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