
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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 豊橋ＳＳ 2411 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 小4
ﾄﾖﾊｼSS 学童 2414 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 小4

2413 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 小4
2412 冨田　悠真 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾏ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 26 宮本　颯汰 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 学童 24 武藤　光一 ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 小4

27 小原　拓海 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 小4
25 荻野　　歩 ｵｷﾞﾉ ｱﾕﾑ 小4

5 江戸川ＳＳ 983 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 小3
ｴﾄﾞｶﾞﾜSS 学童 980 大竹　　翼 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 小4

981 伊佐　　聖 ｲｻ ｻﾄｼ 小4
982 中山　泰輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｽｹ 小3
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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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 イトマン堺 2808 三光　哲平 ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ 小4

ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2806 山下優史郎 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾛｳ 小4
2809 藤井鼓太郎 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 小3
2807 南谷　拓空 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｸｱ 小4

2 枚方ＳＳ 2860 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2858 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 小4

2859 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 小4
2857 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小4

3 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 2183 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小3

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

4 スウィン北本 棄権
SWｷﾀﾓﾄ

5 イトマン横浜 1849 千代　健太 ﾁﾖ ｹﾝﾀ 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
1848 羽田　卓馬 ﾊﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ 小4

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1888 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小3
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1885 大川　耕平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 小4

1886 畠山　　翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｹﾙ 小4
1887 森谷　優人 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾄ 小4

7 コナミ北浦和 532 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 533 赤堀　悠翔 ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾄ 小4

534 鈴木　康大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 小3
531 髙野　空海 ﾀｶﾉ ｸｳｶｲ 小4
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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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東部SS 2216 菅野　涼馬 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 小4

ﾄｳﾌﾞSS 学童 2218 市川　聖斗 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ 小4
2217 水沼　奏太 ﾐｽﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ 小4
2215 堰澤　咲弥 ｾｷﾞｻﾞﾜ ｻｸﾔ 小4

2 ＢＩＧ木更津 820 石井　啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 小4
BIGｷｻﾗﾂﾞ 学童 823 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 小3

822 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 小4
821 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 小4

3 京都踏水会 2649 大秦　惟文 ｵｵﾊﾀ ｺﾚﾌﾐ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2650 山中　仁景 ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ 小4

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

4 東京ＳＣ 1134 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 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

1132 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 小4
1133 牧野　誠久 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋｻ 小4

5 スウィン埼玉 636 内田　空良 ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 633 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小4

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

6 枚方SS牧野 2845 宇野　陵哉 ｳﾉ ﾘｮｳﾔ 小3
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2843 松本　侑希 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 小4

2846 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小3
2844 杉谷　聡介 ｽｷﾞﾀﾆ ｿｳｽｹ 小4

7 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 898 設楽　航希 ｼﾀﾗ ｺｳｷ 小4
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 896 水清田汰玖 ﾐｽﾞｾﾀﾞ ﾀｸ 小4

899 三浦　翔希 ﾐｳﾗ ｼｮｳｷ 小4
897 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 小4
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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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 神奈中ＳＳ 1731 信清　大輔 ﾉﾌﾞｷﾖ ﾀﾞｲｽｹ 小4

ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1730 菊地　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小4
1732 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 小4
1733 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 小4

2 コナミ海老名 1774 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 小4
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 1772 池内　航太 ｲｹｳﾁ ｺｳﾀ 小4

1771 石本　晴輝 ｲｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 小4
1775 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 小4

3 アテナＡＭＣ 590 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 小4
Athena 学童 588 梅田　航希 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷ 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

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1495 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1496 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 小4

1497 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 小4
1498 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 小4

5 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

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

6 スウィン太田 431 坊岡　優眞 ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ 小4
SWｵｵﾀ 学童 432 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小4

430 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 小4
429 河内　悠真 ｶﾜﾁ ﾕｳﾏ 小4

7 金田ＳＣ 1022 林　　　武 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1021 川辺亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小4

1023 市川　蒼明 ｲﾁｶﾜ ｿｳﾒｲ 小4
1020 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 小4

8 コナミ西葛西 1261 佐藤　怜弥 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1257 竹鼻　涼太 ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ 小4

1259 鈴木　智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 小4
1260 井原　秀介 ｲﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 小4
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