
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.218 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:35.99
11～12歳            大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｲﾄﾏﾝ西神戸 3170 斉藤　　迅 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 小5

ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 3168 舩木　敢大 ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ 小6
3169 加藤　翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 小6
3171 植田　　絃 ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝ 小5

2 イトマン中村 2375 加藤　慧悟 ｶﾄｳ ｹｲｺﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 学童 2373 谷口　史弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 小6

2376 権田　　渉 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ 小5
2374 飯田　陸人 ｲｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 小6

3 成増ロンド 1522 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 小6
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1521 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 小6

1523 大髙　健斗 ｵｵﾀｶ ｹﾝﾄ 小6
1520 佐藤大惟工 ｻﾄｳ ﾀｲｸ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1002 石原　　快 ｲｼﾊﾗ ｶｲ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 1006 吉浦　敬哉 ﾖｼｳﾗ ﾀｶﾔ 小6

1003 西村　一輝 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 小6
1004 加藤　裕彌 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 小6

5 鶴岡ＳＣ 223 池田　尚輝 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 小5
ﾂﾙｵｶSC 学童 222 菅原　　稜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 小6

221 門脇　正知 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ 小6
224 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 小5

6 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 1548 則次　開斗 ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ 小6

1549 尾山　　武 ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ 小6
1550 金　　丈流 ｷﾝ ﾀｹﾙ 小6

7 坂出伊藤ＳＳ 3390 長野　　巧 ﾅｶﾞﾉ ｺｳ 小5
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 学童 3389 花車　　優 ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ 小6

3391 綾　　崇稀 ｱﾔ ﾀｶｷ 小5
3388 村上　雅弥 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 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.218 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:35.99
11～12歳            大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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

2 KONAMI岡山 3249 野坂　柚介 ﾉｻﾞｶ ﾕｳｽｹ 小6
ｺﾅﾐｵｶﾔﾏ 学童 3248 安藤　貴政 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 小6

3247 酒井　恵大 ｻｶｲ ｹｲﾄ 小6
3250 井狩　裕貴 ｲｶﾘ ﾕｳｷ 小5

3 ｽｳｨﾝ宇都宮 369 今井　祐輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 小5
SWｳﾂﾉﾐﾔ 学童 367 高橋　航希 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 小6

366 角田　敦史 ｶｸﾀ ｱﾂｼ 小6
368 本郷　史温 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｵﾝ 小5

4 藤村ＳＳ 1240 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1238 大﨑威久馬 ｵｵｻｷ ｲｸﾏ 小6

1243 比留間穏覚 ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ 小5
1241 高森　大樹 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ 小5

5 岡崎竜城ＳＣ 2424 中浜　亮太 ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 小6
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 2425 畑野　良将 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ 小6

2422 菅田　慎悟 ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 小6
2423 渡部　飛水 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾌﾞｷ 小6

6 KONAMI五香 873 柴田　優輝 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 小6
ｺﾅﾐｺﾞｺｳ 学童 871 星野　秀弥 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞﾔ 小6

870 中村　聖矢 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾔ 小6
872 妹尾　拓馬 ｾﾉｵ ﾀｸﾏ 小6

7 スウィン前橋 456 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 459 内海　翔吾 ｳﾂﾐ ｼｮｳｺﾞ 小5

457 笠原　　岬 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 小6
455 並木　　光 ﾅﾐｷ ﾋｶﾙ 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.218 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:35.99
11～12歳            大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 27 佐藤　宏太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 小6

ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 学童 29 遠藤　　颯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔｾ 小6
25 紺野　椋菖 ｺﾝﾉ ﾘｮｳｼｮｳ 小6
28 宇山　輝洋 ｳﾔﾏ ﾃﾙﾋﾛ 小6

2 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 512 宮本　一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 小6

514 浜中　大和 ﾊﾏﾅｶ ﾔﾏﾄ 小6
515 吉岡　　純 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 小5

3 KONAMI林間 1740 穴見　伊織 ｱﾅﾐ ｲｵﾘ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1738 松本　尚己 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 小6

1741 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小5
1739 坂本　　輝 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ 小6

4 東京ＳＣ 1127 倉持　　匠 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾐ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1129 髙野　大祐 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小6

1130 初谷　智輝 ﾊﾂｶﾞｲ ﾄﾓｷ 小6
1128 菅家　周平 ｶﾝｹ ｼｭｳﾍｲ 小6

5 三菱養和ＳＳ 1310 澤田　夏樹 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1306 関根　雄太 ｾｷﾈ ﾕｳﾀ 小6

1307 宇野　達哉 ｳﾉ ﾀﾂﾔ 小6
1308 松浦　光海 ﾏﾂｳﾗ ﾐｳﾐ 小6

6 金田ＳＣ 1030 市川　誉紹 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 小6
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1031 宇根　勇輝 ｳﾈ ﾕｳｷ 小6

1032 小林　孝輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 小6
1033 川邉　裕喜 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 小6

7 東急ＳＣ 1829 高橋　慧多 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 小6
ﾄｳｷｭｳSC 学童 1831 野村　理玖 ﾉﾑﾗ ﾘｸ 小6

1832 飯田　　暁 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾗ 小5
1830 堀　　康平 ﾎﾘ ｺｳﾍｲ 小6
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