
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. 22 男子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:27.26
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1365 藤崎　敦也 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾂﾔ 小6
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 1368 村山　航輝 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｷ 小6

1369 白井　響也 ｼﾗｲ ｷｮｳﾔ 小6
1366 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 小6

4 金沢ＳＣ西泉 2146 池田　　裕 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 小6
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 学童 2144 松村　幸哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾔ 小6

2147 村本　　成 ﾑﾗﾓﾄ ｾｲ 小6
2145 斉藤　起生 ｻｲﾄｳ ｷﾘｭｳ 小6

5 ＪＳＳ中川 2421 鈴木　　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 小6
JSSﾅｶｶﾞﾜ 学童 2423 二村　颯音 ﾌﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 小6

2424 及川　　颯 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾃ 小6
2422 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 小6

6

7

8
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加　盟

東  京

石  川

愛  知



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. 22 男子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:27.26
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｲﾄﾏﾝ東伏見 999 粥川　悠仁 ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 小6

ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 998 及川　　響 ｵｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 小6
997 山野　裕輝 ﾔﾏﾉ ﾕｳｷ 小6
996 小池　俊甫 ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 小6

2 富山ＳＣ 棄権
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ

3 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 1935 須田　悠介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小6
ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ 学童 1934 佐枝　心斗 ｻｴﾀﾞ ｼﾝﾄ 小6

1936 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 小6
1937 渡部　光海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 小6

4 イトマン京都 2679 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2681 岡崎　　耀 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 小5

2678 山口　智広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 小6
2677 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 小6

5 ニスポ元住吉 1835 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 小5
ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ 学童 1832 松川柊太郎 ﾏﾂｶﾜ ｼｭｳﾀﾛｳ 小6

1834 水野　大輝 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ 小5
1833 加藤　　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 小6

6 悠久ＳＣ 棄権
ﾕｳｷｭｳSC

7 スウィン東光 568 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 小6
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 566 林　　太陽 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 小6

567 佐々木悠吾 ｻｻｷ ﾕｳｺﾞ 小6
565 笠原颯太郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 小6

8
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京  都

神奈川

新  潟

埼  玉

加　盟

東  京

富  山

神奈川



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. 22 男子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:27.26
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 盛岡ＳＳ 115 滝村　佳也 ﾀｷﾑﾗ ﾖｼﾔ 小6

ﾓﾘｵｶSS 学童 114 冨手　海陸 ﾄﾐﾃ ｶｲﾘ 小6
112 吉田　真希 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 小6
113 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 小6

2 ＪＳＳ立石 1100 矢島　夏洋 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ 小6
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1098 松島　優太 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 小6

1099 小嶋　雄弥 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 小6
1097 涌井　大空 ﾜｸｲ ｿﾗ 小6

3 コナミ北浦和 526 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 学童 529 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 小6

528 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 小6
530 栃木　翔太 ﾄﾁｷﾞ ｼｮｳﾀ 小6

4 東京ＳＣ 1127 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1126 伊藤　康秀 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 小6

1128 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 小6
1129 秦　　翔宇 ﾊﾀ ｼｮｳ 小6

5 ピュア福島東 251 紺野　　翔 ｺﾝﾉ ｶｹﾙ 小6
ﾋﾟｭｱﾌｸｼﾏ 学童 254 清野　斗磨 ｾｲﾉ ﾄｳﾏ 小6

253 髙橋　一也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 小6
252 齋藤　優稀 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1794 鈴木　寿盛 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾓﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1793 髙田　泰成 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 小6

1795 説田　啓佑 ｾｯﾀ ｹｲｽｹ 小5
1796 大場　寛人 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 小5

7 ＫＳＧときわ 3454 中杉　勇斗 ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 小6
KSGﾄｷﾜSS 学童 3456 岡部　眞之 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 小6

3455 神﨑　大空 ｶﾝｻﾞｷ ﾀｲﾗ 小6
3453 野口　太一 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 小6
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福  岡

加　盟

岩  手

東  京

埼  玉

東  京

福  島

神奈川



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. 22 男子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:27.26
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ダッシュ新津 2111 石﨑　陽介 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 小6

ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 学童 2109 小林　隆成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 小6
2110 猪俣　志功 ｲﾉﾏﾀ ｼｺｳ 小6
2112 梅田　　翔 ｳﾒﾀﾞ ｶｹﾙ 小6

2 グリーン高台 2287 湊　　太陽 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾖｳ 小6
ｸﾞﾘｰﾝT 学童 2286 河田　真岬 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 小6

2285 加藤　颯馬 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 小6
2288 小久保拓真 ｺｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 小6

3 ＪＳＳ八王子 1522 押田　大希 ｵｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1526 松本　　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 小6

1524 笹瀬　　輝 ｻｻｾ ﾋｶﾙ 小6
1523 尾山　　光 ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ 小6

4 あかやまＳＳ 270 菊池　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 269 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 小6

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

5 スウィン大宮 458 竹中　　颯 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾃ 小6
SWｵｵﾐﾔ 学童 455 伊藤　雅史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 小6

457 秋山　裕平 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 小6
456 伊藤信太朗 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 小6

6 コナミ一橋 1389 川口　裕大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 小6
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 学童 1390 栗原　叶多 ｸﾘﾊﾗ ｶﾅﾀ 小6

1391 小松　祐輔 ｺﾏﾂ ﾕｳｽｹ 小6
1388 福田　　樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 小6

7 ドーム巣鴨 1319 松尾　琉汰 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ 小5
ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 学童 1317 藤井　康貴 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 小6

1318 星野　智哉 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ 小6
1320 阿曽慎之介 ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ 小5

8 ATSC.YW 1908 北島龍之介 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 小6
ATSC.YW 学童 1907 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小6

1906 高下　敢太 ﾀｶｼﾀ ｶﾝﾀ 小6
1909 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 小5
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茨  城

埼  玉

東  京

東  京

神奈川

加　盟

新  潟

静  岡

東  京


