
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.158 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:27.98
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 大町ＳＳ 2124 福嶋　竜星 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 小6
ｵｵﾏﾁSS 学童 2125 津野尾悠弥 ﾂﾉｵ ﾕｳﾔ 小6

2126 青木　　渉 ｱｵｷ ｼｮｳ 小6
2127 田中　君治 ﾀﾅｶ ｸﾝｼﾞ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ岸和田 2952 善野　　翔 ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ 小6
ｲﾄﾏｷｼﾜﾀﾞ 学童 2951 米田　　駿 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝ 小6

2954 山口　喜平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ 小6
2953 泉　　貴広 ｲｽﾞﾐ ｱﾂﾋﾛ 小6

4 ｽｳｨﾝ宇都宮 366 角田　敦史 ｶｸﾀ ｱﾂｼ 小6
SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 367 高橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 小6

369 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 小5
368 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 小5

5 スウィン加須 629 島田　恵輔 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 小6
SWｶｿﾞ 学童 630 小海　秀剛 ｺｳﾐ ﾋﾃﾞﾀｹ 小6

628 榎本　恵法 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 小6
627 鈴木　　蒼 ｽｽﾞｷ ｿｳ 小6

6 ｽｳｨﾝ大宮西 511 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 小6
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 513 蓮見　隼生 ﾊｽﾐ ｼｭﾝｷ 小6

515 吉岡　　純 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 小5
512 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 26 平尾　聡理 ﾋﾗｵ ｻﾄﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 学童 25 紺野　椋菖 ｺﾝﾉ ﾘｮｳｼｮｳ 小6

27 佐藤　宏太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 小6
28 宇山　輝洋 ｳﾔﾏ ﾃﾙﾋﾛ 小6
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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.158 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:27.98
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 ｲﾄﾏﾝ八日市 2662 山脇　大明 ﾔﾏﾜｷ ﾋﾛｱｷ 小6

ｲﾄﾏﾖｳｶｲﾁ 学童 2661 森　　海斗 ﾓﾘ ｶｲﾄ 小6
2663 田中　涼輝 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｷ 小6
2660 宮本　　航 ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 小6

2 アクシー亀田 2197 棚橋　　希 ﾀﾅﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 小6
ｱｸｼｰｶﾒﾀﾞ 学童 2200 小林　栄裕 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｽｹ 小6

2198 新田見　優 ﾆﾀﾐ ﾕｳ 小6
2199 樋山　　睦 ﾋﾔﾏ ﾄﾓ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1003 西村　一輝 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 1004 加藤　裕彌 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 小6

1005 砂子沢祐太 ｲｻｺﾞｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 小6
1002 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 中1

4 東京ＳＣ 1130 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1128 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 小6

1127 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 小6
1129 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小6

5 トビウオ川内 3421 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 小6
ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ 学童 3419 坂本　　諒 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 小6

3420 四宮　巧稀 ｼﾉﾐﾔ ｺｳｷ 小6
3418 津川　大紀 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 小6

6 スウィン前橋 455 並木　　光 ﾅﾐｷ ﾋｶﾙ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 457 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小6

458 宮武　龍志 ﾐﾔﾀｹ ﾘｭｳｼﾞ 小6
456 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 小6

7 KONAMI五香 874 小松原　将 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 小6
ｺﾅﾐｺﾞｺｳ 学童 875 原田　琢杜 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾄ 小6

873 柴田　優輝 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 小6
872 妹尾　拓馬 ｾﾉｵ ﾀｸﾏ 小6
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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.158 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:27.98
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 ＪＳＳ八王子 1551 石田　凪海 ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ 小5

JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1549 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 小6
1550 金　　丈流 ｷﾝ ﾀｹﾙ 小6
1548 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 小6

2 成増ロンド 1521 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 小6
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1520 佐藤大惟工 ｻﾄｳ ﾀｲｸ 小6

1522 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小6
1523 大髙　健斗 ｵｵﾀｶ ｹﾝﾄ 小6

3 アテナＡＭＣ 608 渋谷　怜於 ｼﾌﾞﾔ ﾚｵ 小6
Athena 学童 609 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ 小6

610 鈴木敬士朗 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾛｳ 小6
611 田中　康平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 小6

4 金田ＳＣ 1031 宇根　勇輝 ｳﾈ ﾕｳｷ 小6
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1034 寺谷　浩登 ﾃﾗﾀﾆ ﾋﾛﾄ 小6

1033 川邉　裕喜 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 小6
1030 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 小6

5 三菱養和ＳＳ 1308 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1309 福澤　真平 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 小5

1307 宇野　達哉 ｳﾉ ﾀﾂﾔ 小6
1306 関根　雄太 ｾｷﾈ ﾕｳﾀ 小6

6 ジャパン観 3377 安藤　　樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 3379 横山　颯人 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 小6

3378 荻田　和輝 ｵｷﾞﾀ ｶｽﾞｷ 小6
3380 岩田　康雅 ｲﾜﾀ ｺｳｶﾞ 小5

7 藤村ＳＳ 1241 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1243 比留間穏覚 ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ 小5

1238 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 小6
1237 山﨑　　輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 小6
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