
第３８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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 枚方ＳＳ 2201 花谷　友翼 ﾊﾅﾀﾆ ﾕｳｽｹ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2202 多賀　一咲 ﾀｶﾞ ｲｻｷ 小5

2203 深井　伊吹 ﾌｶｲ ｲﾌﾞｷ 小4
2200 藤川　遥平 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ 小5

4 スウィン浦和 541 向後　光騎 ｺｳｺﾞ ﾐﾂｷ 小5
SWｳﾗﾜ 学童 542 佐野　巧樹 ｻﾉ ｺｳｷ 小5

544 秋元　遙人 ｱｷﾓﾄ ﾊﾙﾄ 小4
543 伊集院遙也 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾄｵﾔ 小5

5 稲毛インター 618 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 617 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 小4

615 荘司　琉翔 ｼｮｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 小5
616 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 小5

6

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン西宮 2302 廣瀬　友海 ﾋﾛｾ ﾕｳ 小5

ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2304 有友　俊平 ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小4
2303 野村　光希 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 小4
2301 安元　将馬 ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾏ 小5

1 イトマン港北 1407 小堺　湧斗 ｺｻﾞｶｲ ﾕｳﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1409 恒川　天嶺 ﾂﾈｶﾜ ｱﾏﾈ 小5

1408 渡邉　慶一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 小5
1406 高橋　亮渡 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾄ 小5

2 藤村ＳＳ 900 中　　敬進 ﾅｶ ｹｲｼﾝ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 899 矢﨑　颯汰 ﾔｻﾞｷ ｿｳﾀ 小5

898 青木　駿介 ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 小5
901 平本　大輝 ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｷ 小4

3 ＪＳＳ立石 823 堀本聖一郎 ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 小4
JSSﾀﾃｲｼ 学童 824 横山洸一郎 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 小4

825 福田　乃斗 ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ 小4
822 櫻井　碧人 ｻｸﾗｲ ｱｵﾄ 小5

4 スウィン鷲宮 496 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 小5
SWﾜｼﾐﾔ 学童 497 佐々木　慶 ｻｻｷ ｹｲﾄ 小5

499 木谷　京聖 ｷﾀﾆ ｷｮｳｾｲ 小4
498 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 小5

5 スウィン埼玉 463 野本　真也 ﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 467 尾関　大地 ｵｾﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 小4

468 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小3
466 菅原　琉希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｷ 小5

6 ｽｳｨﾝ伊勢崎 264 鈴木　奏汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 小5
SWｲｾｻｷ 学童 267 久保田大翔 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ 小3

266 矢嶋　千大 ﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 小4
265 長谷川耕晟 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小5

7 牧野SS 2184 吉浦　源晴 ﾖｼｳﾗ ｹﾞﾝｾｲ 小4
ﾏｷﾉSS 学童 2182 東　　蒼太 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾀ 小5

2185 宇野　舜哉 ｳﾉ ｼｭﾝﾔ 小4
2183 藤井　優樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 小5

8 コナミ向日町 2004 野間琉之介 ﾉﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 小5
ｺﾅﾐﾑｺｳﾏﾁ 学童 2003 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5

2005 森谷　郁海 ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ 小5
2006 上野　恵澄 ｳｴﾉ ｹｲﾄ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 ｲﾄﾏﾝ札幌北口 41 山岸　柊也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｳﾔ 小5

ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ 学童 39 赤岡　忠信 ｱｶｵｶ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 小5
42 下田　羽竜 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙ 小5
40 荒川　留惟 ｱﾗｶﾜ ﾙｲ 小5

1 東川口SC 556 野口　将孝 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 小5
ﾋｶﾞｼｶﾜSC 学童 557 野口　将則 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 小5

558 宮岡　快弥 ﾐﾔｵｶ ｶｲﾔ 小4
555 高野　舜平 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小5

2 コナミ林間 1239 平賀簾太郎 ﾋﾗｶﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1240 太刀川航生 ﾀﾁｶﾜ ｺｳｾｲ 小5

1242 長岡真之介 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 小4
1243 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小4

3 御幸ヶ原ＳＳ 227 脇田　悠希 ﾜｷﾀ ﾊﾙｷ 小3
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 224 芝　　秀剛 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 小5

226 澤田　直弥 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 小4
225 小川　煌晟 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小5

4 ｲﾄﾏﾝ上石神井 1048 三浦健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ 学童 1049 永井　塔麻 ﾅｶﾞｲ ﾄｳﾏ 小5

1046 大堀　　新 ｵｵﾎﾘ ｱﾗﾀ 小5
1047 ﾏｰｽﾄﾝｼｮｰﾝ ﾏｰｽﾄﾝ ｼｮｰﾝ 小5

5 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 673 砂村　明彦 ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ 小5
ﾙ･ﾁｮｳｼ 学童 672 藤代　舜真 ﾌｼﾞｼﾛ ｷﾖﾏ 小5

675 菅井　　希 ｽｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 小4
674 砂村　光彦 ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ 小5

6 イ ト マ ン 2087 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2086 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 小5

2089 高島　　礼 ﾀｶｼﾏ ﾚｲ 小4
2085 髙野　晃史 ｺｳﾉ ｱｷﾌﾐ 小5

7 イトマン大津 1938 桝岡　伊織 ﾏｽｵｶ ｲｵﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ 学童 1940 岡本　龍平 ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 小4

1939 町田翔太郎 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
1942 穂田　　晃 ﾎﾀﾞ ﾋｶﾙ 小4

8 三菱養和ＳＳ 951 田部　陽才 ﾀﾍﾞ ﾊﾙﾄｼ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 950 宮下　　駿 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 小5

953 白山　惺之 ｼﾗﾔﾏ ｻﾄｼ 小4
952 里見　泰治 ｻﾄﾐ ﾀｲｼﾞ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 金町ＳＣ 770 横山　和士 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 小5

ｶﾅﾏﾁSC 学童 771 成川　　諒 ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳ 小5
772 成田　怜央 ﾅﾘﾀ ﾚｵ 小4
773 北岡　飛馬 ｷﾀｵｶ ﾋｭｳﾏ 小4

1 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1108 小野　耀大 ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1104 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 小5

1106 石田　　樹 ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小4
1107 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 小4

2 アクラブ調布 746 樋口　蒼大 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小4
AQLUB CH 学童 743 箸方　尚樹 ﾊｼｶﾀ ﾅｵｷ 小5

745 土井　真暁 ﾄﾞｲ ﾏｻｷ 小5
744 廣瀬　　帆 ﾋﾛｾ ｽｽﾑ 小5

3 ｽｳｨﾝ高島平 1031 永瀬　　透 ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1029 返町　柊馬 ｿﾘﾏﾁ ｼｭｳﾏ 小5

1032 吉田　遥斗 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1030 能勢　隼斗 ﾉｾ ﾊﾔﾄ 小5

4 東京ＳＣ 847 辻　　拓海 ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 851 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 小4

849 沖山　悠太 ｵｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小5
852 北澤　結海 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4

5 太陽教育ＳＣ 803 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小4
T･K･S･C 学童 804 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小4

802 富田　丈惟 ﾄﾐﾀ ｼﾞｮｳｲ 小4
801 鷲尾　郁洋 ﾜｼｵ ｲｸﾐ 小5

6 ﾌｨｯﾄﾈｽ日立 196 浅井翔大郎 ｱｻｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
ﾌｨｯﾄﾈｽ 学童 198 小松崎怜哉 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲﾔ 小4

199 小坂　琉真 ｺｻｶ ﾘｭｳﾏ 小3
197 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾊﾙ 小4

7 柏洋・南 639 鈴木　駿介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 小5
ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 学童 638 福﨑　裕太 ﾌｸｻﾞｷ ﾕｳﾀ 小5

640 新井　煌貴 ｱﾗｲ ｺｳｷ 小4
641 合谷　岳真 ｺﾞｳﾔ ｶﾞｸｼﾝ 小4

8 ＦーＢＩＧ 211 直井　　光 ﾅｵｲ ﾋｶﾙ 小5
F-BIG 学童 212 加河　寿規 ｶｶﾞﾜ ﾄｼｷ 小5

213 水沼　大翔 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾛﾄ 小4
214 猿山　裕生 ｻﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 小3

9 スウィン東光 406 日浦　琉玖 ﾋｳﾗ ﾘｸ 小5
ｽｳｨﾝﾄｳｺｳ 学童 405 阿部　　誓 ｱﾍﾞ ｾｲ 小5

407 谷頭渉太昴 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾜﾀﾙ 小5
408 泉　　光祐 ｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 小3
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