
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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:28.69
１１～１２歳        大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 2399 林　　和真 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 中1

ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 2398 福島　悠貴 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 中1
2400 杉本　浩崇 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼ 小6
2401 石山　雄大 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小6

1 豊橋ＳＳ 1808 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 小6
ﾄﾖﾊｼSS 学童 1807 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 小6

1806 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 小6
1805 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 小6

2 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1359 大川　耕平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1361 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 小6

1362 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小5
1360 神山　渚於 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｵ 小6

3 ミミＳＣ品川 1120 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中1
ﾐﾐSC 1122 高田伊武紀 ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 中1

1123 筒井　　輝 ﾂﾂｲ ﾋｶﾙ 小6
1121 中島　庸午 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ 中1

4 オーバル総社 2471 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 小6
OVALsoja 2469 田辺　聖也 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 中1

2470 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 小6
2468 宮﨑　雄大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中1

5 金町ＳＣ 769 亀本　大勝 ｶﾒﾓﾄ ﾀｲｼｮｳ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 765 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 中1

768 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小6
767 柳瀬　玲音 ﾔﾅｾ ﾚｲﾝ 中1

6 ダッシュ新津 1547 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 小6
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 1543 佐々木健介 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 中1

1546 小澤　勇気 ｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 小6
1544 本間　寛大 ﾎﾝﾏ ｶﾝﾀ 中1

7 スウィン鴻巣 491 小川　蒼太 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 中1
SWｺｳﾉｽ 494 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小5

492 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 小6
493 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小5

8 戸田市ＳＰＣ 398 山崎　楓太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳﾀ 中1
ﾄﾀﾞｼSPC 401 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 小6

400 赤石　一太 ｱｶｲｼ ｲｯﾀ 小6
399 吉川　陽山 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｻﾞﾝ 中1

9 イ ト マ ン 2081 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中1
ｲﾄﾏﾝ 2083 大塚　飛成 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾘ 小6

2080 田中　温介 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 中1
2084 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 イトマン函館 17 関﨑　　証 ｾｷｻﾞｷ ｱｶｼ 中1

ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 19 阿部　日向 ｱﾍﾞ ﾋｭｳｶﾞ 中1
20 佐々木勇人 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 小6
18 大川　登也 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 中1

1 枚方ＳＳ 2199 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 2196 長嶋　竜生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 中1

2197 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
2198 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小6

2 ＳＡ柏崎 1525 藤野　銀河 ﾌｼﾞﾉ ｷﾞﾝｶﾞ 中1
SAｶｼﾜｻﾞｷ 1526 棚岡　　柊 ﾀﾅｵｶ ｼｭｳ 中1

1528 大倉　叶夢 ｵｵｸﾗ ﾄﾑ 中1
1529 重野　瞭太 ｼｹﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 小6

3 スウィン北本 347 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小6
SWｷﾀﾓﾄ 345 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 中1

346 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 小6
344 島田晋之介 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 中1

4 イトマン守谷 191 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中1
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 192 木野内将太 ｷﾉｳﾁ ｼｮｳﾀ 小6

190 渡邊　天馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 中1
189 永田　憂樹 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 中1

5 ＪＳＳ南光台 100 辺見　　迅 ﾍﾝﾐ ｼﾞﾝ 中1
JSSﾅﾝｺｳ 101 菊地　祥仁 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾄ 中1

103 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 小6
102 福田　一樹 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 中1

6 アクシー東 1508 平谷　羽瑠 ﾋﾗﾀﾆ ﾊﾙ 中1
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 1510 佐藤　碧生 ｻﾄｳ ｱｵｲ 小6

1509 樋口　雄海 ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾐ 中1
1507 後藤　翔大 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 中1

7 ジャパン高松 2522 奥野　真央 ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ 中1
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ 2525 黒田　　陽 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙ 小6

2523 久保　海翔 ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 中1
2524 髙橋　慶亘 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 中1

8 ダッシュ新潟 1516 加藤　凌太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中1
Dﾆｲｶﾞﾀ 1518 山口　耕平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 小6

1514 田辺　　大 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ 中1
1515 佐藤　元輝 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 中1

9 TAIKEN 2265 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 小5
TAIKEN 学童 2262 有賀　一路 ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛ 小6

2263 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小6
2264 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 わかあゆＳＣ 2689 松川　平蔵 ﾏﾂｶﾜ ﾍｲｿﾞｳ 中1

ﾜｶｱﾕSC 2690 田村　烈士 ﾀﾑﾗ ﾚﾂｼ 中1
2691 豊川　靖也 ﾄﾖｶﾜ ｾｲﾔ 小6
2688 桝田　照瑛 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 中1

1 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1144 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1143 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 小6

1145 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 小6
1142 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 小6

2 イトマン守口 2133 藤江　凌慈 ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ 中1
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 2136 生悦住勝也 ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ 小6

2135 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 中1
2134 谷河　睦基 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 中1

3 東京ＳＣ 843 高橋　明裕 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 844 福島　琉生 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 中1

842 今西　優太 ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ 中1
845 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 小6

4 スウィン太田 307 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 中1
SWｵｵﾀ 308 脇坂　青空 ﾜｷｻｶ ｱｵｿﾞﾗ 中1

309 町田　永遠 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾜ 中1
311 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小6

5 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 986 清水　遥希 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 中1
AQLUB HO 988 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 小6

989 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 小6
985 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中1

6 金田ＳＣ 727 佐々木暁信 ｻｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 中1
ｶﾈﾀﾞSC 729 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 小6

731 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 小5
728 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中1

7 おおいアクア 1591 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 小6
ｵｵｲｱｸｱ 学童 1589 宮川　虹歩 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｱ 小6

1590 吉田　州吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 小6
1592 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小5

8 レイＳＣ倉敷 2457 福島汰玖斗 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾄ 中1
ﾚｲSCｸﾗｼｷ 2456 岡田　幸士 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾄ 中1

2455 鶴丸　　尊 ﾂﾙﾏﾙ ﾀｹﾙ 中1
2458 大瀧　恵登 ｵｵﾀｷ ｹｲﾄ 小6

9 名鉄Ｓ新瀬戸 1838 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中1
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 1839 丸田　峻也 ﾏﾙﾀ ｼｭﾝﾔ 中1

1841 大野虎治郎 ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ 小6
1840 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 中1
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