
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.216 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.99
10歳以下            大会記録  2:09.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 東京ＳＣ 1135 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1136 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 小4

1137 上村　羽龍 ｶﾐﾑﾗ ｳﾘｭｳ 小4
1138 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 小4

4 金町ＳＣ 1059 成川　　輝 ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1058 大島慎ﾉ介 ｵｵｼﾏ ｼﾝﾉｽｹ 小4

1061 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 小3
1060 徳永宗一郎 ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4

5 イ ト マ ン 2793 中西　佑斗 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 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
2796 山田虎次郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 小4

6 名鉄Ｓ新瀬戸 2517 木村　直人 ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2519 佐藤　祐斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 小4

2516 長谷川　盾 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 小4
2518 梶田　英嗣 ｶｼﾞﾀ ｴｲｼﾞ 小4

7

8
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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.216 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.99
10歳以下            大会記録  2:09.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2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
1745 木邑　健太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4
1747 東郷　隼斗 ﾄｳｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 小4

2 名鉄ＳＳ刈谷 2462 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ 小4
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2463 安芸　諒介 ｱｷ ﾘｮｳｽｹ 小4

2464 近藤　　秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 小3
2465 浅野　凪都 ｱｻﾉ ﾅｷﾞﾄ 小3

3 ＪＳＳ比良 2476 武田　守運 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾝ 小3
JSSﾋﾗ 学童 2475 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 小4

2474 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 小4
2473 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 小4

4 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 1038 荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 小4

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

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

6 イトマン神戸 3054 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 学童 3053 宮下　篤士 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 小4

3055 吉村　匠世 ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ 小4
3052 渡　　大樹 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ 小4

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

8 枚方ＳＳ 2927 中部　元貴 ﾅｶﾍﾞ ﾓﾄﾀｶ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2929 川端　大司 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 小4

2930 塚本　嵐士 ﾂｶﾓﾄ ｱﾗｼ 小4
2928 上田　哲平 ｳｴﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 小4
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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.216 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.99
10歳以下            大会記録  2:09.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 スウィン館林 418 斎藤　遼太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小4

SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ 学童 416 高浪　稜河 ﾀｶﾅﾐ ﾘｮｳｶﾞ 小4
417 田辺　篤志 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 小4
419 川島　大宙 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 小4

2 セ・ときわ台 1416 茨木　太良 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾀｲﾗ 小4
ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ 学童 1418 高久　麻希 ﾀｶｸ ｱｻｷ 小4

1417 服部甲太郎 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 小4
1419 伊達　慶治 ﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 小4

3 チャンピオン 1844 小澤　恵吾 ｵｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ 小4
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 学童 1845 内藤　敦輝 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｷ 小4

1846 増田　士竜 ﾏｽﾀﾞ ｼﾘｭｳ 小4
1847 村上　裕哉 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 小4

4 ブルーアース 2070 秋山　　啓 ｱｷﾔﾏ ｹｲ 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
2071 野村　青生 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾅﾘ 小4

5 ＪＳＳ立石 1109 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 小4
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1111 佐々木　翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 小4

1112 吉田　容都 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小4
1110 小嶋　雄弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 小4

6 KONAMI北浦和 575 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 574 石井　大雅 ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ 小4

573 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小4
576 柴田　涼介 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 小4

7 東川口SC 765 佐藤　脩斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 小3
ﾋｶﾞｼｶﾜSC 学童 767 小宮　希仁 ｺﾐﾔ ｷｲﾄ 小3

764 渡辺　大和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 小4
766 栗原カーン ｸﾘﾊﾗ ｶｰﾝ 小3

8 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 893 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 小3
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 892 尾崎　大哉 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲﾔ 小4

891 原田　恵輔 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 小4
890 相澤　翔駿 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小4
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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.216 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.99
10歳以下            大会記録  2:09.49

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 スウィン鷲宮 704 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 小4

SWﾜｼﾐﾔ 学童 701 美好　海人 ﾐﾖｼ ｶｲﾄ 小4
703 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ 小4
702 中山　　竜 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳ 小4

2 ATSC.YW 1969 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小4
ATSC.YW 学童 1966 福士　雄太 ﾌｸｼ ﾕｳﾀ 小4

1967 石川　和磨 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 小4
1968 植村　港人 ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ 小4

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 803 内海　翔陽 ｳﾁｳﾐ ｶﾅﾀ 小4
ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 800 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 小4

801 中野翔太郎 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
802 粥川　悠仁 ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 小4

4 スウィン東光 594 大杉　拓巳 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ 小4
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 596 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 小4

597 佐々木悠吾 ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ 小4
598 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 小4

5 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1390 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 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

1393 丹澤　　健 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾀｹｼ 小3
1389 藤崎　敦也 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾂﾔ 小4

6 イトマン守口 2852 五味　一朗 ｺﾞﾐ ｲﾁﾛｳ 小4
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2851 浅浦　理友 ｱｻｳﾗ ﾘﾄﾓ 小4

2850 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 小4
2853 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 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

1362 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 小3
1358 成田　敦哉 ﾅﾘﾀ ｱﾂﾔ 小4

8 スウィン埼玉 670 川口　　諒 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 668 長谷川広海 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｵﾐ 小4

671 武田　　颯 ﾀｹﾀﾞ ｿｳ 小4
669 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小4
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