
第36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・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   4組   日本記録  1:27.26
１０歳以下            大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 名鉄ＳＳ刈谷 2391 村佐孝太郎 ﾑﾗｻ ｺｳﾀﾛｳ 小4
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2393 小寺　京弥 ｺﾃﾗ ｷｮｳﾔ 小4

2392 坪川　　拓 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｸ 小4
2394 松長　賢吾 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ 小3

3 コナミ西葛西 1257 竹鼻　涼太 ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1260 井原　秀介 ｲﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 小4

1261 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 小4
1258 五十嵐鼓太朗 ｲｶﾞﾗｼ ｺﾀﾛｳ 小4

4 ＢＩＧ東海 2507 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 小4
BIGﾄｳｶｲ 学童 2506 田村　駿典 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 小4

2504 小日向賢哉 ｺﾋﾅﾀ ｹﾝﾔ 小4
2505 近藤　将都 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 小4

5 枚方SS牧野 2844 杉谷　聡介 ｽｷﾞﾀﾆ ｿｳｽｹ 小4
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2846 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小3

2845 宇野　陵哉 ｳﾉ ﾘｮｳﾔ 小3
2843 松本　侑希 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 小4

6 豊橋ＳＳ 2414 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 小4
ﾄﾖﾊｼSS 学童 2413 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 小4

2411 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 小4
2412 冨田　悠真 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾏ 小4

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｽｳｨﾝ大宮西 470 内田　　遥 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 小4

SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 469 浪江　勝太 ﾅﾐｴ ｼｮｳﾀ 小4
472 清水　優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 小2
471 奥田　駿太 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 小4

2 京都踏水会 2650 山中　仁景 ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2652 大川　幹太 ｵｵｶﾜ ｶﾝﾀ 小4

2651 夜久　雄飛 ﾔｸ ﾕｳﾋ 小4
2649 大秦　惟文 ｵｵﾊﾀ ｺﾚﾌﾐ 小4

3 スウィン越谷 691 浅川　雄多 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 693 小川　史門 ｵｶﾞﾜ ｼﾓﾝ 小3

692 斎藤　聖史 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 小3
690 工藤　雄貴 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 小4

4 スウィン北本 480 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 482 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 小4

481 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小4
3600 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 小3

5 おおいアクア 2182 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 小4
ｵｵｲｱｸｱ 学童 2180 宮川　虹歩 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｱ 小4

2181 吉田　州吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 小4
2183 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小3

6 マリン西新井 1331 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 小4
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1332 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 小2

1330 鍵和田優雅 ｶｷﾞﾜﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 小4
1329 川口　楓瑚 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1885 大川　耕平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1887 森谷　優人 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾄ 小4

1888 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小3
1884 中村　健人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 小4

8 飯塚ＳＳ 3485 田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 小3
ｲｲﾂﾞｶSS 学童 3483 坂口　弘祐 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 小4

3484 安部優希斗 ｱﾍﾞ ﾕｷﾄ 小3
3482 田中　　蓮 ﾀﾅｶ ﾚﾝ 小4
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3組
1 アテナＡＭＣ 588 梅田　航希 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷ 小4

Athena 学童 590 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 小4
589 宮林　風雅 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 小4
587 網野　春希 ｱﾐﾉ ﾊﾙｷ 小4

2 ｽｳｨﾝ南越谷 723 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 722 大庭　大直 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾁ 小4

721 神崎　彪真 ｶﾝｻﾞｷ ﾋｮｳﾏ 小4
724 高橋龍太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 小4

3 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1496 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1498 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 小4

1495 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 小4
1497 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 小4

4 東京ＳＣ 1132 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1135 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 小4

1133 牧野　誠久 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋｻ 小4
1134 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 小4

5 JSSジャンボ 2053 佐々木蒼平 ｻｻｷ ｿｳﾍｲ 小4
JSSｼﾞｬﾝﾎ 学童 2055 高橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 小3

2054 新保　夏生 ｼﾝﾎﾞ ﾅﾂｷ 小4
2052 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 小4

6 イトマン港北 1917 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1914 田辺　元哉 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾔ 小4

1916 森田　康大 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ 小4
1915 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 小4

7 イトマン横浜 1848 羽田　卓馬 ﾊﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1850 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 小3

1847 金子　大悟 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｺﾞ 小4
1849 千代　健太 ﾁﾖ ｹﾝﾀ 小4

8 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1620 祭　　伊吹 ｻｲ ｲﾌﾞｷ 小4
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1621 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小3

1622 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 小3
1623 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 小3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ海老名 1776 喩　　梓銘 ﾕ ｼﾝﾒｲ 小4

ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 1774 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 小4
1773 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 小4
1775 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 小4

2 スウィン埼玉 633 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 635 市川　直親 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ 小4

634 中村　颯斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 小4
637 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 小3

3 スウィン鴻巣 666 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小3
SWｺｳﾉｽ 学童 665 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小3

664 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 小4
663 榊原　宏稀 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 小4

4 スウィン太田 429 河内　悠真 ｶﾜﾁ ﾕｳﾏ 小4
SWｵｵﾀ 学童 430 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 小4

431 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 小4
432 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小4

5 枚方ＳＳ 2860 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2857 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小4

2856 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小4
2858 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 小4

6 TAIKEN 2919 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 小4
TAIKEN 学童 2918 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小4

2920 南條　雄飛 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ 小4
2917 藤田　一誠 ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ 小4

7 神奈中ＳＳ 1732 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 小4
ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1730 菊地　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小4

1733 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 小4
1731 信清　大輔 ﾉﾌﾞｷﾖ ﾀﾞｲｽｹ 小4

8 スウィン東光 569 石川　峻大 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ 小4
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 570 前野　周磨 ﾏｴﾉ ｼｭｳﾏ 小4

572 日浦　琉玖 ﾋｳﾗ ﾘｸ 小3
571 泉　　亮平 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 小4
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