
第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.156 男子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:27.98
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 KONAMI林間 1744 山下　健太 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ 小4

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1746 鈴木　竣也 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 小4
1747 東郷　隼斗 ﾄｳｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 小4
1745 木邑　健太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4

2 金町ＳＣ 1060 徳永宗一郎 ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1057 佐藤駿太郎 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 小4

1061 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 小3
1059 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 小4

3 金田ＳＣ 1037 長谷川紀親 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1035 米山　　毅 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 小4

1039 中島　大征 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 小3
1038 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 小4

4 ブルーアース 2071 野村　青生 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾅﾘ 小4
ﾌﾞﾙｰｱｰｽ 学童 2072 岩崎　世那 ｲﾜｻｷ ｾﾅ 小4

2073 小西　佑茉 ｺﾆｼ ﾕｳﾏ 小4
2070 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 小4

5 ＪＳＳ立石 1111 佐々木　翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 小4
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1110 小嶋　雄弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 小4

1112 吉田　容都 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小4
1109 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 小4

6 東京ＤＣ 1189 宮澤　佑基 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 小4
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1191 富永　大貴 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 小4

1187 渡邊　　航 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ 小4
1188 金丸　真侃 ｶﾅﾏﾙ ﾏｻﾄ 小4

7 マリン西新井 1361 下城　航輝 ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ 小3
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1359 長崎　　聖 ﾅｶﾞｻｷ ｼｮｳ 小4

1358 成田　敦哉 ﾅﾘﾀ ｱﾂﾔ 小4
1362 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 小3
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第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.156 男子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:27.98
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 イ ト マ ン 2796 山田虎次郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 小4

ｲﾄﾏﾝ 学童 2795 松下　大介 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 小4
2792 菰池　雅裕 ｺﾓｲｹ ﾏｻﾋﾛ 小4
2794 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 801 中野翔太郎 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 802 粥川　悠仁 ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 小4

803 内海　翔陽 ｳﾁｳﾐ ｶﾅﾀ 小4
804 小林丈一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｲﾁ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1389 藤崎　敦也 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾂﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 1392 羽賀遼太郎 ﾊｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小3

1391 白井　響也 ｼﾗｲ ｷｮｳﾔ 小4
1390 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 小4

4 スウィン東光 598 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 小4
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 597 佐々木悠吾 ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ 小4

596 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 小4
595 仲島　健人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾄ 小4

5 イトマン守口 2850 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 小4
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2853 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 小4

2849 鯉沼　快成 ｺｲﾇﾏ ｶｲｾｲ 小4
2852 五味　一朗 ｺﾞﾐ ｲﾁﾛｳ 小4

6 あかやまＳＳ 299 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 300 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 小4

301 菊池　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小4
302 會澤　　廉 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 小4

7 東京ＳＣ 1138 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1137 上村　羽龍 ｶﾐﾑﾗ ｳﾘｭｳ 小4

1139 余田　　開 ﾖﾃﾞﾝ ｶｲ 小3
1136 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 小4
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