
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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 イトマン昭島 1831 佐々木廣大 ｻｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 小3
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 学童 1835 松尾　拓海 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 小4

1836 森田　直弥 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾔ 小4
1832 斎藤　啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 小4

4 毎日ＳＰ高砂 1674 石井　貴大 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 小4
MSPﾀｶｻｺﾞ 学童 1672 市丸　貴之 ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 小3

1669 会田進之介 ｱｲﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 小4
1675 土方　翔雅 ﾋｼﾞｶﾀ ｼｮｳｶﾞ 小4

5 イトマン王寺 3488 西梶　智也 ﾆｼｶｼﾞ ﾄﾓﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ 学童 3490 村田　大地 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 小4

3493 里井　翔太 ｻﾄｲ ｼｮｳﾀ 小4
3491 田伐　寛也 ﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾔ 小3

6 アクラブ稲城 1525 山崎　鴻弥 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾔ 小4
AQLUB IG 学童 1527 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 小3

1524 江口　怜志 ｴｸﾞﾁ ﾚｲｼ 小4
1528 藤掛遼太郎 ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小4

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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＢＳＳ太宰府 3786 森本　　司 ﾓﾘﾓﾄ ﾂｶｻ 小4

BSSﾀﾞｻﾞｲ 学童 3782 今村　丙大 ｲﾏﾑﾗ ﾍｲﾀ 小3
3784 松村　拓海 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 小4
3783 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 小3

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

2426 井上　裕太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 小4
2443 鈴木　　啓 ｽｽﾞｷ ｹｲ 小4

3 協栄SC相模原 2271 勝又　　樹 ｶﾂﾏﾀ ｲﾂｷ 小4
KYOEISAG 学童 2275 増田光太郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 小4

2273 石﨑　翔太 ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 小4
2270 高橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 小4

4 かしまＡＺ 1860 川上　真生 ｶﾜｶﾐ ﾏｷ 小4
ｶｼﾏAZ 学童 1877 佐々木　純 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 小4

1855 西潟　大海 ﾆｼｶﾀ ﾀﾞｲｶｲ 小4
1856 西村隆太郎 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4

5 中央ＳＳ 461 小里　諒弥 ｺｻﾞﾄ ﾘｮｳﾔ 小4
ﾁｭｳｵｳSS 学童 462 小里　諄弥 ｺｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 小4

463 斉藤　達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 小4
465 奈良　一眞 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 小4

6 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 2295 加茂慶太郎 ｶﾓ ｹｲﾀﾛｳ 小4

2299 小城　力人 ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 小4
2304 中村　友祐 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 小4

7 イトマン熊谷 760 松村　圭貴 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｷ 小4
ｲﾄﾏﾝｸﾏｶﾞ 学童 765 板橋　大地 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀﾞｲﾁ 小4

758 三津田将大 ﾐﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 小4
764 奈良岡聖也 ﾅﾗｵｶ ﾏｻﾔ 小3

8 ＡＴＳＣ 2345 木村　浩人 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 小4
ATSC 学童 2334 金澤　陸哉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 小3

2342 平岩　賢人 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 小4
2344 椋代　玲央 ﾑｸﾀﾞｲ ﾚｵ 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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ＪＳＳ三木 3294 森岡　伸悟 ﾓﾘｵｶ ｼﾝｺﾞ 小4

JSSﾐｷ 学童 3300 龍　　宏樹 ﾘｭｳ ﾋﾛｷ 小4
3297 谷　　雄大 ﾀﾆ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
3298 八木　太誠 ﾔｷﾞ ﾀｲｾｲ 小4

2 イトマン港北 2357 木下　海生 ｷﾉｼﾀ ｶｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 2356 中島　大賀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 小3

2355 小澤　大輝 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小4
2353 牛木　雄太 ｳｼｷ ﾕｳﾀ 小4

3 イトマン越谷 1012 恩田　大輔 ｵﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｼｶﾞ 学童 1022 目黒　晴也 ﾒｸﾞﾛ ｾｲﾔ 小4

1019 藤田　博樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 小4
1021 畠山　健人 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝﾄ 小4

4 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 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
1320 滝田　晃大 ﾀｷﾀ ｺｳﾀﾞｲ 小4

5 Ｆ－ＢＩＧ 510 水沼　尚輝 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 小4
F-BIG 学童 513 田島　優輝 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小4

503 安達　隆己 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 小4
507 小山　勇弥 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 小4

6 ｲﾄﾏﾝﾚｵ荻野 2367 内村　　甲 ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ 小4
ﾚｵｵｷﾞﾉ 学童 2366 金澤　　蓮 ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ 小3

2364 亀山　雄貴 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 小4
2365 吉野　駿一 ﾖｼﾉ ｼｭﾝｲﾁ 小4

7 ル・札幌平岸 19 上田　　輝 ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾙ 小4
ﾙ･ｻｯﾎﾟﾛ 学童 15 市川　直人 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾄ 小3

18 松浦　正典 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 小3
24 中川　卓眞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 小4

8 岐阜西ＳＣ 2942 江嵜　翔太 ｴｻｷ ｼｮｳﾀ 小4
ｷﾞﾌﾆｼsc 学童 2941 原田　海地 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲﾁ 小4

2938 井上　敦博 ｲﾉｳｴ ｱﾂﾋﾛ 小4
2943 瀧澤　　諒 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 小3
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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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン横浜 2267 礒　　　翼 ｲｿ ﾂﾊﾞｻ 小4

ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 2265 千葉洋一朗 ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 小4
2264 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 小4
2261 根本　啓介 ﾈﾓﾄ ｹｲｽｹ 小4

2 トピレック 1503 笹原　　怜 ｻｻﾊﾗ ﾚﾝ 小4
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1491 山口　将平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 小4

1498 髙田真太朗 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 小4
1499 稲村　将太 ｲﾅﾑﾗ ｼｮｳﾀ 小4

3 イトマン高崎 637 佐藤　駿平 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 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

653 武井　弘樹 ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 小3
646 西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 小4

4 イトマン埼玉 916 江森　大将 ｴﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 915 古田　泰雅 ﾌﾙﾀ ﾀｲｶﾞ 小4

897 土田　　俊 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小4
922 酒井　隼斗 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 小4

5 KONAMI五井 1174 坂本　圭汰 ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 小4
ｺﾅﾐｺﾞｲ 学童 1172 丸山　侑生 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ 小3

1176 石元　聡馬 ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 小4
1173 高橋　海斗 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 小3

6 こうでら 3419 福本　　匠 ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ 小4
ｺｳﾃﾞﾗ 学童 3418 辻元　勇人 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 小4

3421 勇内　塁揮 ﾕｳﾁ ﾙｲｷ 小4
3417 岡本　開登 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 小4

7 KONAMI立川 1791 福田　修平 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 小4
ｺﾅﾐﾀﾁｶﾜ 学童 1793 澤山　佑人 ｻﾜﾔﾏ ﾕｳﾄ 小4

1789 山口　秀人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 小4
1786 久保　　理 ｸﾎﾞ ｻﾄﾘ 小4

8 アーデル 1100 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 小4
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 1101 島田　誉大 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 小3

1099 星名　辰信 ﾎｼﾅ ﾀﾂｱｷ 小4
1102 藤原　大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＪＳＳ北神戸 3442 土山　俊太 ﾂﾁﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 小4

JSSｷﾀｺｳﾍ 学童 3437 清水　真人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 小4
3432 安積　拓真 ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾏ 小3
3444 平川　湧人 ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 小4

2 KONAMI向日町 3013 山本　康貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 小4
ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 学童 3015 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 小4

3010 逢坂　駿介 ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ 小4
3011 宇野　伍晟 ｳﾉ ｲｯｾｲ 小3

3 KONAMI西葛西 1550 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1547 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 小3

1543 伊達龍汰郎 ﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4
1548 古木　優人 ﾌﾙｷ ﾏｻﾄ 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 773 山崎　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 小5

783 渡辺　和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 小4
769 久保田敏生 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼｷ 小4

5 イトマン北本 750 北條　　巧 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 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

744 柿沼龍太郎 ｶｷﾇﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4
745 黒沢　康太 ｸﾛｻﾜ ｺｳﾀ 小4

6 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 1768 下倉　和也 ｼﾓｸﾗ ｶｽﾞﾔ 小3

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

7 金田ＳＣ 1338 長谷川慶一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1336 須藤　一樹 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 小4

1337 村上　秀人 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 小4
1333 上野　啓輔 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 小3

8 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 1460 津田　広哉 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾔ 小4

1455 浅谷　大輔 ｱｻﾔ ﾀﾞｲｽｹ 小4
1467 北村　竜平 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 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.188 男子    200m   リレー   予選   6組 日本記録  1:28.77
１０歳以下          大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 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 2203 山本　敦大 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 小4
2205 宗像　亮我 ﾑﾅｶﾀ ﾘｮｳｶﾞ 小4
2216 鈴木　湧人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 小4

2 イトマン鴻巣 976 小峯　佳祐 ｺﾐﾈ ｹｲｽｹ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾉｽ 学童 977 小林　謙太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 小4

985 木村　光太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 小4
975 寺田　海斗 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 小4

3 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 825 大村　祥平 ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 小4

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

4 ｲﾄﾏﾝ宇都宮 557 佐藤　寛輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小4
ｲﾄﾏｳﾂﾉﾐﾔ 学童 558 宍戸　大輔 ｼｼﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小4

562 木戸　孝充 ｷﾄﾞ ﾀｶﾐﾂ 小3
559 石岡　大誠 ｲｼｵｶ ﾀｲｾｲ 小4

5 イトマン 3086 国本　泰起 ｸﾆﾓﾄ ﾀｲｷ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 3091 杉永　大地 ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾀｲﾁ 小4

3096 藤原　昂大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小4
3082 乾　　勝己 ｲﾇｲ ｶﾂﾐ 小4

6 東急たまがわ 1636 福田　洸貴 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 小4
Tﾀﾏｶﾞﾜ 学童 1633 田中　亮次 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 小3

1634 土屋　大希 ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小3
1635 藤坂　隼人 ﾌｼﾞｻｶ ﾊﾔﾄ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2333 鈴木　洸人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 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

2326 赤川　友斗 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 小4
2318 吉場　春輝 ﾖｼﾊﾞ ﾊﾙｷ 小4

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 2187 吉田　　涼 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 小4

2194 西川　直樹 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 小4
2193 常深　浩嗣 ﾂﾈﾐ ｺｳｽｹ 小4
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神奈川

加　盟

栃  木

大  阪

東  京

神奈川

神奈川

埼  玉

埼  玉


