
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. 60 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:39.23
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ＪＳＳ長岡 1502 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 小6

JSSﾅｶﾞｵｶ 1501 西山　大樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 中1
1500 井上　拓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 中1
1499 小林　稜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 中1

1 ダッシュ新潟 1514 田辺　　大 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ 中1
Dﾆｲｶﾞﾀ 1516 加藤　凌太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 中1

1515 佐藤　元輝 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 中1
1518 山口　耕平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 小6

2 イトマン守谷 189 永田　憂樹 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 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
191 田中　厚吉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 中1

3 コナミ北浦和 378 足立　　開 ｱﾀﾞﾁ ｶｲ 中1
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 381 赤堀　悠翔 ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾄ 小6

380 鎌田　純吾 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ 小6
379 阿部　将馬 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 中1

4 金田ＳＣ 730 林　　　武 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小6
ｶﾈﾀﾞSC 727 佐々木暁信 ｻｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 中1

729 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 小6
728 大野　慶太 ｵｵﾉ ｹｲﾀ 中1

5 スウィン加須 425 鈴木　藍人 ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ 中1
SWｶｿﾞ 424 髙橋　和輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 中1

426 井上　滉太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 中1
427 宮木　宏悦 ﾐﾔｷ ﾋﾛﾖｼ 小5

6 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1309 井芹　琢人 ｲｾﾘ ﾀｸﾄ 中1
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 中学 1308 山川　　翔 ﾔﾏｶﾜ ｶｹﾙ 中1

1310 須藤　大翔 ｽﾄﾞｳ ﾀｲｶ 中1
1311 藤永　直透 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 中1

7 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1145 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1142 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 小6

1143 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 小6
1144 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 小6

8 金町ＳＣ 768 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 766 市川　晏匡 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀﾀﾞ 中1

765 吉岡　　怜 ﾖｼｵｶ ﾚﾝ 中1
767 柳瀬　玲音 ﾔﾅｾ ﾚｲﾝ 中1

9
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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. 60 男子    200m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:39.23
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 マリン西新井 1015 小山　智弘 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 中1

ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 1018 濱出　咲哉 ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ 小6
1017 川口　楓瑚 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ 小6
1016 藤原　周大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 中1

1 イ ト マ ン 2082 高島　亜純 ﾀｶｼﾏ ｱｽﾞﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝ 2080 田中　温介 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 中1

2081 早川欣ノ輔 ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ 中1
2083 大塚　飛成 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾘ 小6

2 イトマン港北 1403 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1404 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 小6

1405 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 小6
1402 田辺　元哉 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾔ 小6

3 ミミＳＣ品川 1122 高田伊武紀 ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 中1
ﾐﾐSC 1121 中島　庸午 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ 中1

1120 椎橋　遊理 ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 中1
1123 筒井　　輝 ﾂﾂｲ ﾋｶﾙ 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 310 林　直緒人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ 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 ＳＡ柏崎 1528 大倉　叶夢 ｵｵｸﾗ ﾄﾑ 中1
SAｶｼﾜｻﾞｷ 中学 1525 藤野　銀河 ﾌｼﾞﾉ ｷﾞﾝｶﾞ 中1

1526 棚岡　　柊 ﾀﾅｵｶ ｼｭｳ 中1
1527 俵木　　空 ﾋｮｳｷ ｿﾗ 中1

6 名鉄Ｓ新瀬戸 1840 稲葉　龍騎 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｷ 中1
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 1838 阿部琳太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 中1

1841 大野虎治郎 ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ 小6
1839 丸田　峻也 ﾏﾙﾀ ｼｭﾝﾔ 中1

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

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

8 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 985 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中1
AQLUB HO 987 飯田　悠斗 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 中1

986 清水　遥希 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 中1
989 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 小6

9 みなとＳＳ 1830 竹市　　慶 ﾀｹｲﾁ ｹｲ 中1
ﾐﾅﾄSS 1829 森　　耀平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 中1

1831 坂本　蒼空 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 小6
1832 鈴木　皓稀 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 小5
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