
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.190 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 多摩ＩＳＣ 1720 松岡　剛史 ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 小6
ﾀﾏISC 学童 1721 設楽　建太 ｼﾀﾗ ｹﾝﾀ 小6

1719 桜井　　翼 ｻｸﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 小6
1724 中川　太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 小6

4 ＩＳＣ飯田南 2454 浜島　京将 ﾊﾏｼﾏ ｷｮｳｽｹ 小6
ISCｲｲﾀﾞﾐ 学童 2451 久保田晴輝 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ 小6

2449 井坪　　解 ｲﾂﾎﾞ ｶｲ 小6
2453 広沢　公樹 ﾋﾛｻﾜ ｺｳｷ 小6

5 KONAMI海老名 2136 岩佐　　大 ｲﾜｻ ﾀﾞｲ 小6
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 2140 石川　裕貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 小6

2142 毛利　祐太 ﾓｳﾘ ﾕｳﾀ 小5
2133 井上　僚也 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 小6

6

7

8
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スタートリスト

競技No.190 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン東京 1645 西村　幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 小5

ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1639 茅根　祐太 ﾁﾉﾈ ﾕｳﾀ 小6
1638 井手　善信 ｲﾃﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 小6
1649 早瀬　翔太 ﾊﾔｾ ｼｮｳﾀ 小6

2 名鉄ＳＳ刈谷 2770 橋本　佳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 小6
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2775 鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 小6

2769 宮島　尚吾 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 小6
2768 間瀬　　誠 ﾏｾ ﾏｺﾄ 小6

3 東京ＳＣ 1465 武藤　暉昇 ﾑﾄｳ ｷｼｮｳ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1443 山岸　航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 小5

1486 和田　康永 ﾜﾀﾞ ﾔｽｴｲ 小5
1456 浅野　友軌 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 小5

4 岐阜西ＳＣ 2936 安江　亮太 ﾔｽｴ ﾘｮｳﾀ 小6
ｷﾞﾌﾆｼsc 学童 2940 奥村　将康 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾔｽ 小5

2944 田口　湧太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 小6
2945 鷲崎　智行 ｽｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 小5

5 郡山南ｲﾝﾀｰ 358 伊藤　優樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 小6
ｺｵﾘﾔﾏﾐﾅﾐ 学童 361 高林　佑灯 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 小6

359 橋本　　航 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 小6
363 菅野　亜成 ｶﾝﾉ ｱｾｲ 小6

6 KONAMI東加古 3311 鷹觜　裕樹 ﾀｶﾉﾊｼ ﾕｳｷ 小5
ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 学童 3307 治田　翔平 ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 小6

3308 松本　宗士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 小6
3303 野川　直樹 ﾉｶﾞﾜ ﾅｵｷ 小6

7 あかやまＳＳ 436 草野　　潤 ｸｻﾉ ｼﾞｭﾝ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 440 白石　雄也 ｼﾗｲｼ ﾕｳﾔ 小6

438 中久喜勇飛 ﾅｶｸｷ ﾕｳﾋ 小6
432 栗栖　直人 ｸﾘｽ ﾅｵﾄ 小6

8 ピュア大和 棄権
ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ
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競技No.190 男子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:28.77
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン大宮 726 山口　　遊 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 小6

ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 713 阿部　真吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 小6
723 高橋　　悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 小6
722 広田　順平 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6

2 イトマン向山 212 岡田　健太 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 213 吉野　雄太 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 小6

227 門馬　拓未 ﾓﾝﾏ ﾀｸﾐ 小6
216 今野　友彰 ｺﾝﾉ ﾄﾓｱｷ 小5

3 豊田ＳＳ 2732 高島　拓也 ﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ 小6
ﾄﾖﾀSS 学童 2731 宇野　陽祐 ｳﾉ ﾖｳｽｹ 小6

2734 川口　真史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 小6
2733 黒須　大地 ｸﾛｽ ﾀﾞｲﾁ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ大宮南 969 齊藤　涼太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小6
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 961 大村　航汰 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 小6

971 宮里　惇寛 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ 小5
958 杉村幸次郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 小6

5 アクラブ調布 1346 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 小6
AQLUB CH 学童 1344 須永　悠太 ｽﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 小6

1341 井上　雄飛 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾋ 小6
1342 山田　拳佑 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 小6

6 ニスポ元住吉 2236 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 小6
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 学童 2231 阿部　正幸 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 小5

2233 元吉　汰一 ﾓﾄﾖｼ ﾀｲﾁ 小6
2239 嶋田　気合 ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ 小6

7 ユアー蕨 995 郷田　光希 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐﾂｷ 小6
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 1007 渡辺　浩基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 小6

1004 中尾　俊介 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ 小6
1010 鍜治　謙一 ｶｼﾞ ｹﾝｲﾁ 小6

8 みなとＳＳ 2811 奥山　拓実 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾐ 小6
ﾐﾅﾄSS 学童 2816 小林　俊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 小6

2819 倉田　啓介 ｸﾗﾀ ｹｲｽｹ 小5
2821 畑中　恭輔 ﾊﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1315 杉本　達哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 小6

ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1310 寺脇　豪勇 ﾃﾗﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 小6
1308 佐野　哲朗 ｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 小5
1326 末永　健大 ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 小5

2 郡山インター 337 宮嶋　秀彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 小6
ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ 学童 345 大工原伸之輔 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 小6

339 江川　裕輝 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 小5
344 大宮　隆之 ｵｵﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 小6

3 ロンド・ＳＳ 1589 志田　英一 ｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中1
ﾛﾝﾄﾞ･SS 1587 今橋　良太 ｲﾏﾊｼ ﾘｮｳﾀ 小6

1591 大高　尚人 ｵｵﾀｶ ﾅｵﾄ 小6
1588 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 小6

4 岐阜中央ＳＳ 2915 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 中1
ｷﾞﾌﾁｭｳｵｳ 2921 長屋　吉輝 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼｷ 小6

2923 東條　　光 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 中1
2918 高島　　陽 ﾀｶｼﾏ ﾖｳ 小6

5 かしまＡＺ 1878 佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1873 鈴木　龍斗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 小6

1861 ｳﾙﾌｱｲｻﾞｯｸ ｳﾙﾌ ｱｲｻﾞｯｸ 小6
1867 橘　　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 小6

6 会津インター 355 前川　陽祐 ﾏｴｶﾜ ﾖｳｽｹ 小6
ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ 学童 353 小野　凌輔 ｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 小6

354 菅家祐太朗 ｶﾝｹ ﾕｳﾀﾛｳ 小6
356 猪俣　直也 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ 小6

7 マリン舎人 1916 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 小6
ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ 学童 1913 山崎　陽太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 小6

1907 稲垣　正伸 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 小6
1919 福田　裕也 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾔ 小5

8 イトマン加須 866 栗田　一輝 ｸﾘﾀ ｶｽﾞｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 874 鈴木　貴仁 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 小6

863 宇津木朋弥 ｳﾂｷﾞ ﾄﾓﾔ 小6
867 広川晋太郎 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｻﾝﾌﾙﾄSC 272 田中福太郎 ﾀﾅｶ ﾌｸﾀﾛｳ 小6

ｻﾝﾌﾙﾄSC 学童 267 伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 小6
270 杉澤　颯斗 ｽｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 小5
268 佐藤　裕基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 小6

2 名古屋ＳＣ 2702 大石　晃輝 ｵｵｲｼ ｺｳｷ 小6
ﾅｺﾞﾔSC 学童 2703 田中　　玄 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 小6

2696 水谷　信洋 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ 小6
2700 早川裕一朗 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6

3 イトマン埼玉 909 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 小5
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 905 河原塚哲史 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ 小6

894 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 小6
888 上野　　翼 ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｻ 小6

4 KONAMI西葛西 1549 佐藤　勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 小6
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1559 石田遼太郎 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

1563 仲尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 小6
1552 氏家　　航 ｳｼﾞｲｴ ﾜﾀﾙ 小6

5 ピュア仙南 235 安藤宏一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6
ﾋﾟｭｱｾﾝﾅﾝ 学童 238 平井　　陽 ﾋﾗｲ ﾖｳ 小6

237 藤原　拓登 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 小6
236 大沼　　健 ｵｵﾇﾏ ﾀｹﾙ 小6

6 フィッツＳＣ 2434 森本　昌典 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 小6
ﾌｨｯﾂSC 学童 2440 渡辺　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 小6

2428 岩間　健太 ｲﾜﾏ ｹﾝﾀ 小6
2441 米山　智博 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小6

7 御幸ヶ原ＳＳ 550 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 544 山口　隼哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 小5

549 泉田　和也 ｲｽﾞﾐﾀ ｶｽﾞﾔ 小6
552 鈴木　雅弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 小6

8 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 1075 斉藤　俊弥 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾔ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾊﾞ 学童 1069 丸橋　佳生 ﾏﾙﾊｼ ﾖｼｷ 小6

1080 鈴木　航太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小6
1073 森　　健司 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 小6
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