
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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 柏　　洋 875 鏑木颯太朗 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 小6

ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 学童 877 渡邉　直輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 小6
876 大作　健二 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞ 小6
878 小畠　弘郁 ｺﾊﾞﾀｹ ﾋﾛﾌﾐ 小5

2 盛岡ＳＳ 114 冨手　海陸 ﾄﾐﾃ ｶｲﾘ 小6
ﾓﾘｵｶSS 学童 113 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 小6

116 勝山　大暉 ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 小6
115 滝村　佳也 ﾀｷﾑﾗ ﾖｼﾔ 小6

3 イトマン神戸 2978 木下　周勇 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ 学童 2980 豊山　敦星 ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ 小5

2977 宮下　篤士 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 小6
2979 澤野　皓平 ｻﾜﾉ ｺｳﾍｲ 小6

4 稲毛インター 829 多田　優輝 ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 小6
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 830 白川　　龍 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳ 小6

831 三島　　嶺 ﾐｼﾏ ﾚｲ 小6
832 花野　　潤 ﾊﾅﾉ ｼﾞｭﾝ 小6

5 ＪＳＳ八王子 1525 下迫田章人 ｼﾓｻｺﾀﾞ ｱｷﾄ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1524 笹瀬　　輝 ｻｻｾ ﾋｶﾙ 小6

1522 押田　大希 ｵｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小6
1523 尾山　　光 ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ 小6

6 悠久ＳＣ 棄権
ﾕｳｷｭｳSC

7 ＪＳＳ比良 2409 永井　洋斗 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 小6
JSSﾋﾗ 学童 2410 小森　裕太 ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ 小6

2408 成田　翔一 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ 小6
2407 森　　一爽 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 小6

8 ｽｳｨﾝ大宮西 468 浅見　　駿 ｱｻﾞﾐ ｼｭﾝ 小6
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 466 藤田　　輝 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ 小6

465 武上　魁斗 ﾀｹｶﾞﾐ ｶｲﾄ 小6
467 奥田　壮太 ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 小6
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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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＪＳＳ中川 2425 弘末　勇規 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 小5

JSSﾅｶｶﾞﾜ 学童 2422 永井　翔太 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 小6
2421 鈴木　　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 小6
2424 及川　　颯 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾃ 小6

2 富山ＳＣ 棄権
ﾄﾔﾏｽｲﾐﾝｸ

3 ｲﾄﾏﾝ長命ヶ丘 139 小野寺　智 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ 小5
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 136 渡辺　　壮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 小6

138 小嶌　煕嗣 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 小5
137 小野寺将大 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 小6

4 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

5 セ・ときわ台 1400 小西　廣也 ｺﾆｼ ﾋﾛﾔ 小6
ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ 学童 1401 高久　麻希 ﾀｶｸ ｱｻｷ 小6

1399 服部甲太郎 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 小6
1402 伊達　慶治 ﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1366 木村　　佑 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 小6
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 1367 田中　理央 ﾀﾅｶ ﾘｵ 小6

1371 丹澤　　健 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾀｹｼ 小5
1365 藤崎　敦也 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾂﾔ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 895 洞毛　悠作 ﾎﾗｹﾞ ﾕｳｻｸ 小5
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 892 佐藤　大翔 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 小6

894 原田　恵輔 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 小6
893 相澤　翔駿 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小6

8 児島水倶楽部 3239 角南　雄太 ｽﾅﾐ ﾕｳﾀ 小6
ｺｼﾞﾏｸﾗﾌﾞ 学童 3240 河枝　　晃 ｶﾜｴﾀﾞ ﾋｶﾙ 小6

3237 森上　竜勢 ﾓﾘｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 小6
3238 日高　悠希 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ 小6
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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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 あかやまＳＳ 269 山越　青空 ﾔﾏｺｼ ｿﾗ 小6

ｱｶﾔﾏSS 学童 270 菊池　智哉 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 小6
268 蓮見　正仁 ﾊｽﾐ ﾏｻﾋﾄ 小6
267 猿山　翔太 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小6

2 金沢ＳＣ西泉 2147 村本　　成 ﾑﾗﾓﾄ ｾｲ 小6
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 学童 2145 斉藤　起生 ｻｲﾄｳ ｷﾘｭｳ 小6

2146 池田　　裕 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 小6
2144 松村　幸哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾔ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 790 内海　翔陽 ｳﾁｳﾐ ｶﾅﾀ 小6
ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 788 大倉　綾太 ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ 小6

789 中野翔太郎 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 小6
791 井上　　海 ｲﾉｳｴ ｶｲ 小5

4 スウィン東光 564 大杉　拓巳 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ 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

565 笠原颯太郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 小6
568 長島　智彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 小6

5 ＳＡ一関 103 辻山　歩夢 ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ 小6
SAｲﾁﾉｾｷ 104 稲妻　大陽 ｲﾅﾂﾞﾏ ﾋﾛﾊﾙ 小5

101 千葉　悠生 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｾ 中1
102 三浦　悠世 ﾐｳﾗ ﾕｳｾ 小6

6 スウィン鷲宮 676 松山　　陸 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 小6
SWﾜｼﾐﾔ 学童 674 美好　海人 ﾐﾖｼ ｶｲﾄ 小6

675 酒井　　静 ｻｶｲ ｼｽﾞｶ 小6
673 大山遼太郎 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

7 コナミ北浦和 529 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 527 石井　大雅 ｲｼｲ ﾀｲｶﾞ 小6

528 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 小6
526 奥山丈太郎 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小6

8 イトマン守口 2794 奈須　一樹 ﾅｽ ｶｽﾞｷ 小6
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2795 池下　慎粋 ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ 小5

2792 好川　大雅 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 小6
2793 浅野　航汰 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 小6

Page: 3/4 Printing: 2014/03/28 10:52:01

埼  玉

大  阪

加　盟

茨  城

石  川

千  葉

埼  玉

岩  手

埼  玉



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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:35.55
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 のぼりとＳＣ 1709 藤田　卓己 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 小5

ﾉﾎﾞﾘﾄSC 学童 1706 福山　　洵 ﾌｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 小6
1708 山崎　恭門 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾄ 小6
1707 長瀬　　空 ﾅｶﾞｾ ｿﾗ 小6

2 ニスポ元住吉 1831 鯉渕　　諒 ｺｲﾌﾞﾁ ﾘｮｳ 小6
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

1835 福原慎太朗 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 小5
1833 加藤　　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ東伏見 998 及川　　響 ｵｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 999 粥川　悠仁 ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ 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

4 イトマン京都 2677 高　　大輔 ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2680 佐賀　太一 ｻｶﾞ ﾀｲﾁ 小6

2678 山口　智広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 小6
2679 古橋　龍祐 ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 小6

5 東京ＳＣ 1125 仙北谷　輝 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾃﾙ 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

1127 尼ヶ崎羽龍 ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ 小6
1128 小野澤佑太 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 小6

6 とこはＳＳ 2230 稲葉　由悟 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 小6
ﾄｺﾊSS 学童 2227 山口　凌輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｷ 小6

2228 眞田　朋幸 ｻﾅﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 小6
2229 杉山　雄基 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小6

7 アクラブ稲城 1198 進藤　敦樹 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 小6
AQLUB IG 学童 1200 池田　大佳 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 小6

1197 吉田　健介 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ 小6
1199 恒吉　貫太 ﾂﾈﾖｼ ｶﾝﾀ 小6

8 ＫＳＧミドリ 3253 眞鍋　嵐士 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾗｼ 小6
KSGﾐﾄﾞﾘ 学童 3252 鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 小6

3250 松浦　　亨 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ 小6
3251 吉野　裕貴 ﾖｼﾉ ﾕｳｷ 小6

Page: 4/4 Printing: 2014/03/28 10:52:02

京  都

東  京

静  岡

東  京

広  島

加　盟

神奈川

神奈川

東  京


