
第36回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  2:00.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1431 勝野　友哉 ｶﾂﾉ ﾄﾓﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1429 須藤　大翔 ｽﾄﾞｳ ﾀｲｶ 小5

1428 山川　　翔 ﾔﾏｶﾜ ｶｹﾙ 小5
1430 藤永　直透 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 小5

2 イ ト マ ン 2224 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2227 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 小3

2226 大塚　飛成 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾘ 小4
2225 高島　亜純 ﾀｶｼﾏ ｱｽﾞﾐ 小5

3 マリン西新井 1100 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 小4
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1097 桐山　心成 ｷﾘﾔﾏ ｼﾅ 小5

1101 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 小2
1098 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 小5

4 柏洋・柏 722 早見　和馬 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞﾏ 小5
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 721 細田　耕平 ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小5

724 鏑木　悠斗 ｶﾌﾞﾗｷ ﾕｳﾄ 小4
723 野島慎ノ介 ﾉｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 2530 福島　悠貴 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 小5
ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 学童 2531 辰己　勇馬 ﾀﾂﾐ ﾕｳﾏ 小5

2529 外園　崇文 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀｶﾌﾐ 小5
2532 中野　佳則 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 小4

6 ＳＡ柏崎 1682 藤野　銀河 ﾌｼﾞﾉ ｷﾞﾝｶﾞ 小5
SAｶｼﾜｻﾞｷ 学童 1683 棚岡　　柊 ﾀﾅｵｶ ｼｭｳ 小5

1685 大倉　叶夢 ｵｵｸﾗ ﾄﾑ 小5
1684 井上　丈瑠 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ 小5

7 イトマン港北 1535 田辺　元哉 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1534 有田　達哉 ｱﾘﾀ ﾀﾂﾔ 小5

1536 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 小4
1533 井芹　琢人 ｲｾﾘ ﾀｸﾄ 小5
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スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  2:00.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 京都踏水会 2138 山中　仁景 ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2139 大川　幹太 ｵｵｶﾜ ｶﾝﾀ 小4

2136 妹尾　諒馬 ｾﾉｵ ﾘｮｳﾏ 小5
2137 大秦　惟文 ｵｵﾊﾀ ｺﾚﾌﾐ 小4

2 コナミ西葛西 1040 波多野誠一郎 ﾊﾀﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 小5
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1043 竹鼻　涼太 ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ 小4

1042 熊野　　瞭 ｸﾏﾉ ﾘｮｳ 小5
1041 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 小5

3 金町ＳＣ 879 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 882 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小4

881 柳瀬　玲音 ﾔﾅｾ ﾚｲﾝ 小5
880 市川　晏匡 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀﾀﾞ 小5

4 東京ＳＣ 939 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 935 福島　琉生 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 小5

936 三宅　尚太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 小5
934 高橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 小5

5 スウィン北本 416 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 小5
SWｷﾀﾓﾄ 学童 415 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 小5

417 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 小4
418 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小4

6 枚方ＳＳ 2325 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2321 長嶋　竜生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 小5

2323 高松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小4
2322 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小4

7 コナミ林間 1323 徳本　　望 ﾄｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1322 平澤麟太郎 ﾋﾗｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5

1324 植村　倭斗 ｳｴﾑﾗ ﾔﾏﾄ 小4
1321 佐々木心良 ｻｻｷ ｺｺﾛ 小5
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スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  2:00.66

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 戸田市ＳＰＣ 478 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 小5
ﾄﾀﾞｼSPC 学童 480 赤石　一太 ｱｶｲｼ ｲｯﾀ 小4

481 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 小4
479 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 小5

2 ＪＳＳ大原 799 川名　龍心 ｶﾜﾅ ﾘｭｳｼﾝ 小5
JSSｵｵﾊﾗ 学童 800 和田　雄向 ﾜﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 小5

798 中岡　隼都 ﾅｶｵｶ ﾊﾔﾄ 小5
801 吉野　恵都 ﾖｼﾉ ｹｲﾄ 小4

3 SW大教新潟 1707 佐々木蒼平 ｻｻｷ ｿｳﾍｲ 小4
swﾆｲｶﾞﾀ 学童 1709 高橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 小3

1708 新保　夏生 ｼﾝﾎﾞ ﾅﾂｷ 小4
1706 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 小4

4 スウィン太田 372 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 小5
SWｵｵﾀ 学童 373 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 小5

374 町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 小5
375 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小4

5 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1076 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 小5
AQLUB HO 学童 1077 清水　遥希 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 小5

1079 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 小4
1078 飯田　悠斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 小5

6 イトマン守谷 230 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 小5
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 231 髙橋　駿輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 小5

233 木野内将太 ｷﾉｳﾁ ｼｮｳﾀ 小4
232 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 小5

7 ＪＳＳ長岡 1669 本間　隼大 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 小4
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1666 小林　稜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 小5

1667 井上　拓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 小5
1668 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 小5

8 名鉄Ｓ新瀬戸 1977 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 1980 新美　　怜 ﾆｲﾐ ﾚﾝ 小4

1978 丸田　峻也 ﾏﾙﾀ ｼｭﾝﾔ 小5
1979 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 小5

9

Page: 3/3 Printing: 2013/08/26 10:28:01

茨  城

新  潟

愛  知

千  葉

新  潟

群  馬

東  京

埼  玉

加　盟


