
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. 22 男子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:28.69
１１～１２歳        大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ＪＳＳ中川 1946 鈴木　　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 小6
JSSﾅｶｶﾞﾜ 1944 鬼頭　怜央 ｷﾄｳ ﾚｵ 中1

1947 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 小6
1945 宮地　祐希 ﾐﾔﾁ ﾕｳｷ 中1

2 ヤクルト東 56 三橋　　新 ﾐﾂﾊｼ ｱﾗﾀ 中1
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 中学 55 今　　黎矢 ｺﾝ ﾚｲﾔ 中1

54 菊地　大樹 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｷ 中1
57 石田　悠馬 ｲｼﾀ ﾕｳﾏ 中1

3 藤村ＳＳ 1003 比留間穏覚 ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 中学 1001 佐々木和樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 中1

1002 西口　大河 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 中1
1004 佐藤　工介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 中1

4 イトマン草津 2083 鈴木　瞬大 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾞｲ 中1
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 中学 2085 竹中　夢翔 ﾀｹﾅｶ ﾕﾒﾄ 中1

2084 南祇　綾佑 ﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 中1
2082 古川　皓基 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 中1

5 ダイクレＳＣ 2647 濱野　史龍 ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ 中1
ﾀﾞｲｸﾚSC 中学 2650 森島　海斗 ﾓﾘｼﾏ ｶｲﾄ 中1

2648 田中　万葉 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 中1
2649 重本　鷹信 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾌﾞ 中1

6 あかやまＳＳ 198 菊池　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 197 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 小6

196 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小6
199 會澤　　廉 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 小6

7 NECGSC溝の口 1572 平山　　仁 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞﾝ 中1
NECGSC M 1575 中野　功大 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 小5

1573 関澤　京吾 ｾｷｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 中1
1574 山尾　隼人 ﾔﾏｵ ﾊﾔﾄ 小6

8 ＫＳＧ南佐賀 2833 平川　光希 ﾋﾗｶﾜ ｺｳｷ 中1
KSG SAGA 中学 2831 野口　侑嗣 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 中1

2832 新郷　巧海 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｸﾐ 中1
2834 鶴木　龍二 ﾂﾙｷ ﾘｭｳｼﾞ 中1
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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     
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スタートリスト

競技No. 22 男子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:28.69
１１～１２歳        大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 ＢＩＧ東海 2023 三田村慧伍 ﾐﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ 中1

BIGﾄｳｶｲ 2025 木下　大和 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 小6
2026 小久保三四朗 ｺｸﾎﾞ ｻﾝｼﾛｳ 小6
2024 梅木　直輝 ｳﾒｷ ﾅｵｷ 中1

1 柏　　洋 739 日比野隼大 ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾔﾀ 中1
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 740 鏑木颯太朗 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 小6

741 小川　翔大 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 小6
742 大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ 小6

2 霞ヶ浦ＳＣ 184 大槻　　翼 ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ 中1
ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 187 箱崎　拳汰 ﾊｺｻﾞｷ ｹﾝﾀ 小6

185 小野吏久人 ｵﾉ ﾘｸﾄ 中1
186 野村　幸史 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 中1

3 ＳＡ一関 74 西　　眞成 ﾆｼ ﾏｻﾐﾁ 中1
SAｲﾁﾉｾｷ 中学 76 伊藤　悠杏 ｲﾄｳ ﾕｱﾝ 中1

75 瀬川　智尋 ｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 中1
77 千葉　悠生 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｾ 中1

4 東京ＳＣ 928 佐藤　元宣 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 929 梶原　優希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 中1

932 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 小6
927 比留間江生 ﾋﾙﾏ ｺｳｷ 中1

5 コナミ北浦和 454 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 452 鎌田　優吾 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 中1

453 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 中1
456 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 小6

6 コナミ一橋 1123 川畑　雄人 ｶﾜﾊﾀ ﾕｳﾄ 中1
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 1125 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 小6

1122 渡辺　健人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾄ 中1
1124 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 小6

7 御幸ヶ原ＳＳ 268 髙野　悠斗 ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 265 宇井　由成 ｳｲ ﾖｼﾅﾘ 中1

266 澤田　昂青 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 中1
267 堀江　純矢 ﾎﾘｴ ｼﾞｭﾝﾔ 中1

8 富山ＳＣ 1716 中田優一郎 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小6
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ 1713 高山良汰朗 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中1

1714 原　　翼岬 ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 中1
1715 日比　俊吾 ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ 小6
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