
第38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     
競泳競技                                          
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   5組   日本記録  1:27.26
１０歳以下            大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＳＡＴ雪ヶ谷 1308 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 小4
SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1307 高尾　彬理 ﾀｶｵ ｱﾝﾘ 小4

1309 石田幸之輔 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 小3
1310 若泉　遙斗 ﾜｶｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小3

4 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1630 荒木　大馳 ｱﾗｷ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1629 白井　　樹 ｼﾗｲ ｲﾂｷ 小4

1632 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小3
1631 上野　　元 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 小4

5 スウィン埼玉 579 尾関　大地 ｵｾﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 580 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小3

578 西潟　崚大 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 小4
582 渡辺　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 小3

6

7

8
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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春季水泳競技大会     
競泳競技                                          
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   5組   日本記録  1:27.26
１０歳以下            大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 牧野SS 2707 宇野　舜哉 ｳﾉ ｼｭﾝﾔ 小4

ﾏｷﾉSS 学童 2706 吉浦　源晴 ﾖｼｳﾗ ｹﾞﾝｾｲ 小4
2709 今福　和志 ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ 小2
2708 南志　快晴 ﾅﾝｼ ｶｲｾｲ 小3

2 イトマン草津 2406 岸　　和史 ｷｼ ｶｽﾞﾌﾐ 小4
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 学童 2407 岡部　淳斗 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄ 小4

2408 藤本　笠斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ 小3
2405 畠山　友希 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｷ 小4

3 京都踏水会 2490 渡邉　昊優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾕｳ 小4
ﾄｳｽｲｶｲ 学童 2491 加藤　大喜 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 小4

2489 松山　　慎 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝ 小4
2492 茶谷　秀羽 ﾁｬﾀﾆ ｼｭｳﾊ 小3

4 スウィン北本 443 平井　千翔 ﾋﾗｲ ﾕｷﾄ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 444 篠塚　孝生 ｼﾉﾂｶ ｺｳｷ 小3

442 川嶋　保孝 ｶﾜｼﾏ ﾎﾀｶ 小4
445 田中　快人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 小3

5 イトマン堅田 2438 北野　優翔 ｷﾀﾉ ﾕｳﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ 学童 2439 大由里一輝 ｵｵﾕﾘ ｶｽﾞｷ 小4

2440 赤尾　駿弥 ｱｶｵ ｼｭﾝﾔ 小3
2437 朝田晋太郎 ｱｻﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 小4

6 三菱養和ＳＳ 1154 里見　泰治 ｻﾄﾐ ﾀｲｼﾞ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1157 白山　惺之 ｼﾗﾔﾏ ｻﾄｼ 小4

1156 宮崎　健吾 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 小4
1155 山崎　　帝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶﾄﾞ 小4

7 ATSC.YW 1729 楠橋　康生 ｸｽﾊﾞｼ ｺｳｾｲ 小4
ATSC.YW 学童 1730 鈴木　優也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 小4

1731 杉浦優一朗 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小4
1732 北島　拓馬 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 小3

8 ＯＫＳＳ 3174 阿部　晴斗 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小4
OKSS 学童 3175 鈴木　海吏 ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ 小2

3173 服部　凌芽 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｶﾞ 小4
3172 濵渕　裕生 ﾊﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ 小4
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スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:27.26
１０歳以下            大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｽｳｨﾝふじみ野 656 長谷川堅大 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 小4

SWﾌｼﾞﾐﾉ 学童 657 入江　秀行 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 小4
655 相田　具孝 ｱｲﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ 小4
658 本多龍之介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 小4

2 太陽教育ＳＣ 1000 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小4
T･K･S･C 学童 999 富田　丈惟 ﾄﾐﾀ ｼﾞｮｳｲ 小4

998 今田　　直 ｲﾏﾀﾞ ﾅｵ 小4
1001 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小4

3 稲毛インター 787 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 785 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 小4

788 土屋　海人 ﾁﾂﾔ ｶｲﾄ 小3
784 長谷川隼乙 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小4

4 ﾌｨｯﾄﾈｽ日立 264 浅井翔大郎 ｱｻｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4
ﾌｨｯﾄﾈｽ 学童 268 小坂　琉真 ｺｻｶ ﾘｭｳﾏ 小3

265 佐藤　　悠 ｻﾄｳ ﾊﾙ 小4
266 小松﨑怜哉 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲﾔ 小4

5 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2954 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 小4
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2951 柚木　　仁 ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ 小4

2953 藤澤　明輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 小4
2952 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 小4

6 スウィン越谷 646 前上里　羚 ﾏｴｳｴｻﾞﾄ ﾚｲ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 647 深野　将吾 ﾌｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 小4

648 檜田　洸希 ﾋﾀﾞ ｺｳｷ 小4
645 日高　有規 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ 小4

7 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1207 田村斗佑真 ﾀﾑﾗ ﾄｳﾏ 小4
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1203 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 小4

1205 岡田　凌平 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 小4
1204 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 小4

8 金町ＳＣ 975 石田　凌也 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 小3
ｶﾅﾏﾁSC 学童 974 清水　　空 ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 小4

972 成田　怜央 ﾅﾘﾀ ﾚｵ 小4
973 北岡　飛馬 ｷﾀｵｶ ﾋｭｳﾏ 小4
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スタートリスト

競技No. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:27.26
１０歳以下            大会記録  1:57.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｽｳｨﾝ大宮南 603 亀井　颯大 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 小4

SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 学童 602 冨田　洋輔 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ 小4
605 川端　太輔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 小3
604 井波　秀紀 ｲﾅﾐ ﾋﾃﾞｷ 小3

2 スウィン鷲宮 622 木谷　京聖 ｷﾀﾆ ｷｮｳｾｲ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 628 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小3

625 木村　海音 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 小4
621 長島　秀哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 小5

3 イ ト マ ン 2590 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2592 高島　　礼 ﾀｶｼﾏ ﾚｲ 小4

2593 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 小4
2594 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小4

4 DSC北松戸 844 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小4
DSCｷﾀﾏﾂﾄ 学童 845 小林　拓斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 小4

843 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小4
842 光永　翔音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ 小4

5 ＪＳＳ立石 1019 堀本聖一郎 ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 小4
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1022 福田　乃斗 ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ 小4

1020 齊藤　青葉 ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 小4
1021 横山洸一郎 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 小4

6 イトマン大津 2414 岡本　龍平 ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ 学童 2413 町田翔太郎 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 小4

2416 穂田　　晃 ﾎﾀﾞ ﾋｶﾙ 小4
2415 向井　悠人 ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 小4

7 スウィン鴻巣 612 白田　翔夢 ﾊｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小4
SWｺｳﾉｽ 学童 614 福島　　楓 ﾌｸｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小3

611 谷口　　翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 小4
613 大塚　　駿 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝ 小4

8 ｽｳｨﾝ大宮西 433 市川　世流 ｲﾁｶﾜ ｾﾅ 小4
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 434 清水　優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 小4

432 吉田夢希斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 小4
431 渋谷　陽悠 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾕｳ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ミミＳＣ品川 1364 加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 小4

ﾐﾐSC 学童 1367 望月　雄斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 小3
1363 金坂　祥吾 ｶﾈｻｶ ｼｮｳｺﾞ 小4
1365 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小4

2 ｽｳｨﾝ高島平 1249 永瀬　　透 ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1250 吉田　遥斗 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4

1248 桐原　貴大 ｷﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 小4
1252 久保　佑月 ｸﾎﾞ ﾕﾂﾞｷ 小4

3 イトマン西宮 2858 野村　光希 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 小4
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2859 有友　俊平 ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ 小4

2860 近藤　璃空 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 小4
2861 内本　　輝 ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 小4

4 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1343 小野　耀大 ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1340 石田　　樹 ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ 小4

1341 本橋　晴夢 ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙﾑ 小4
1342 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 小4

5 コナミ林間 1523 長岡真之介 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1522 池上　空哉 ｲｹｶﾞﾐ ｸｳﾔ 小4

1524 後藤　旭輝 ｺﾞﾄｳ ｱｻｷ 小4
1525 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小4

6 東京ＳＣ 1047 北澤　結海 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1046 川崎　翔暉 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ 小4

1049 小松　匠史 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 小4
1050 今村　陽向 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小4

7 コナミ北浦和 484 井上　大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 483 福冨　琥央 ﾌｸﾄﾐ ｺｵ 小4

485 辻仲　祥康 ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 小4
486 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小3

8 島田チャンプ 2066 濱田　啓作 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｻｸ 小4
ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ 学童 2063 青野　晃成 ｱｵﾉ ｺｳｾｲ 小4

2064 池住　碧空 ｲｹｽﾞﾐ ｿﾗ 小4
2065 和田　　叶 ﾜﾀﾞ ｶﾅｳ 小4
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