
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. 58 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:40.01
１０歳以下          大会記録  2:12.53

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 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

2 柏洋・柏 725 岩崎　　友 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 小4
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 723 野島慎ノ介 ﾉｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 小5

722 早見　和馬 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞﾏ 小5
721 細田　耕平 ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小5

3 スウィン北本 417 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 415 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 小5

416 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 小5
418 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小4

4 スウィン加須 529 鈴木　藍人 ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ 小5
SWｶｿﾞ 学童 528 髙橋　和輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 小5

530 井上　滉太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 小5
531 宮木　宏悦 ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ 小3

5 マリン西新井 1098 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 小5
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1100 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 小4

1097 桐山　心成 ｷﾘﾔﾏ ｼﾅ 小5
1099 川口　楓瑚 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ 小4

6 ＪＳＳ長岡 1670 星野　凛太 ﾎｼﾉ ﾘﾝﾀ 小4
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1668 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 小5

1667 井上　拓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 小5
1666 小林　稜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 小5

7 みなとＳＳ 1961 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 小3
ﾐﾅﾄSS 学童 1957 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 小5

1960 坂本　蒼空 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 小4
1959 三谷倫太郎 ﾐﾀﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ 小4

8 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 1428 山川　　翔 ﾔﾏｶﾜ ｶｹﾙ 小5

1429 須藤　大翔 ｽﾄﾞｳ ﾀｲｶ 小5
1430 藤永　直透 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 小5
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2組
0 東京ＳＣ 935 福島　琉生 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 小5

ﾄｳｷｮｳSC 学童 937 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 小4
939 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 小4
936 三宅　尚太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 小5

1 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

1044 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 小4
1041 永井　純斗 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ 小5

2 枚方ＳＳ 2325 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2324 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 小4

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

3 コナミ北浦和 459 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 460 赤堀　悠翔 ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾄ 小4

457 足立　　開 ｱﾀﾞﾁ ｶｲ 小5
458 阿部　将馬 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 小5

4 コナミ青葉台 1412 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1411 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 小4

1410 金井　大樹 ｶﾅｲ ﾀﾞｲｷ 小5
1409 荒牧　　玲 ｱﾗﾏｷ ﾚｲ 小5

5 金田ＳＣ 861 林　　　武 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 859 佐々木暁信 ｻｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 小5

862 市川　蒼明 ｲﾁｶﾜ ｿｳﾒｲ 小4
860 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 小4

6 戸田市ＳＰＣ 481 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 小4
ﾄﾀﾞｼSPC 学童 478 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 小5

479 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 小5
480 赤石　一太 ｱｶｲｼ ｲｯﾀ 小4

7 スウィン埼玉 563 小川　　凜 ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 564 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小4

566 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 小3
565 市川　直親 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ 小4

8 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 375 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小4

374 町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 小5
373 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 小5
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