
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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ＢＩＧ東海 2331 木下　新太 ｷﾉｼﾀ ｱﾗﾀ 小6
BIGﾄｳｶｲ 学童 2332 伊藤　瑞基 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 小5

2330 田村　駿典 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 小6
2329 近藤　将都 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 小6

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1692 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1690 大川　耕平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 小6

1693 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小5
1691 神山　渚於 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｵ 小6

5 IMAICHI 336 福田　紫悠 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳ 小6
IMAICHI 学童 338 星　　伊織 ﾎｼ ｲｵﾘ 小6

337 池田武沙士 ｲｹﾀﾞ ﾑｻｼ 小6
335 手塚　友己 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 小6

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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 ｽｳｨﾝ南越谷 686 大庭　大直 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾁ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 685 神崎　彪真 ｶﾝｻﾞｷ ﾋｮｳﾏ 小6

688 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 小6
689 庭野　直樹 ﾆﾜﾉ ﾅｵｷ 小6

3 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1271 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 小5
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1274 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 小5

1273 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 小5
1272 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 小5

4 ＮＳＩパール 2886 長島京志郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 小6
NSIﾊﾟｰﾙ 学童 2887 丸田　澪音 ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ 小6

2888 上田　倭司 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ 小6
2889 村上　汰晟 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 小6

5 スウィン埼玉 572 五十嵐　涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 574 伊藤　啓剛 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞｳ 小6

573 中村　颯斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 小6
575 海谷　陸翔 ｶｲﾔ ﾘｸﾄ 小6

6 アテナＡＭＣ 528 樋口　敬太 ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 小6
Athena 学童 527 大山　海怜 ｵｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 小6

529 福田　圭吾 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小5
526 網野　春希 ｱﾐﾉ ﾊﾙｷ 小6

7 ＪＳＳ中川 2262 山守　康介 ﾔﾏﾓﾘ ｺｳｽｹ 小6
JSSﾅｶｶﾞﾜ 学童 2264 原田　　琳 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 小6

2263 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 小6
2261 及川　　天 ｵｲｶﾜ ｱﾏﾄ 小6

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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 2973 杉本　浩崇 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼ 小6

ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 学童 2975 石山　雄大 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小6
2974 西尾　　樹 ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 小6
2976 中堂　陽仁 ﾅｶﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 小5

2 東京ＳＣ 1043 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1042 橋本　瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 小6

1045 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小5
1041 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 小6

3 イトマン横浜 1663 石田　黎央 ｲｼﾀﾞ ﾚｵ 小5
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1661 千代　健太 ﾁﾖ ｹﾝﾀ 小6

1660 羽田　卓馬 ﾊﾈﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6
1664 牧野　航介 ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ 小5

4 パル太田 3023 淵川　天紀 ﾌﾁｶﾜ ﾃﾝｷ 小6
ﾊﾟﾙｵｵﾀ 学童 3025 深尾　光流 ﾌｶｵ ﾋｶﾙ 小6

3024 巽　　翔環 ﾀﾂﾐ ﾄﾜ 小6
3022 河本　　龍 ｶﾜﾓﾄ ﾘｭｳ 小6

5 神奈中ＳＳ 1559 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 小6
ｶﾅﾁｭｳSS 学童 1561 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 小6

1558 近藤　雅則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 小6
1560 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 小6

6 ＢＩＧ木更津 777 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 小6
BIGｷｻﾗﾂﾞ 学童 780 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 小5

779 中山　大夢 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾑ 小6
778 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1458 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小5
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1456 祭　　伊吹 ｻｲ ｲﾌﾞｷ 小6

1457 依田　知也 ﾖﾀﾞ  ﾄﾓﾔ 小6
1459 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 小5

8 W.Lﾅﾝｼﾞｮｳ 1998 樋口　介人 ﾋｸﾞﾁ ｶｲﾄ 小6
WLﾅﾝｼﾞｮｳ 学童 2001 井上　輝星 ｲﾉｳｴ ｷﾗ 小5

2000 景山　靖教 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 小6
1999 矢部　朋也 ﾔﾍﾞ ﾄﾓﾔ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＪＳＳ津山 3057 萬代　悠斗 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ 小6

JSSﾂﾔﾏ 学童 3058 竹花　優作 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｻｸ 小6
3059 毛利　　天 ﾓｳﾘ ｿﾗ 小6
3060 岩村　優志 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｼ 小6

2 メルヘン川内 3396 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 小6
ﾒﾙﾍﾝｾﾝﾀﾞ 学童 3397 白石　恒太 ｼﾗｲｼ ｺｳﾀ 小6

3398 寺園　生吹 ﾃﾗｿﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 小6
3399 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 小5

3 ＪＳＳ長岡 1889 平石　祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 小6
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1886 野口　康介 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 小6

1888 佐藤　颯武 ｻﾄｳ ﾊﾔﾀ 小6
1887 本間　隼大 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 小6

4 東京ＤＣ 1077 亀谷　隼叶 ｶﾒﾔ ﾊﾔﾄ 小6
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1079 小平　　直 ｺﾀﾞｲﾗ ｽﾅｵ 小6

1076 清水　恒聖 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 小6
1078 三田　真敬 ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ 小6

5 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1186 野下　晨斗 ﾉｼﾀ ｱｷﾄ 小6
AQLUB HO 学童 1185 鈴木　敬大 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 小6

1187 金田　悠希 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 小6
1188 成嶋　義徳 ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ 小5

6 直方ＳＳ野上 3317 小野颯太郎 ｵﾉ ｿｳﾀﾛｳ 小5
NSSﾉｶﾞﾐ 学童 3501 門口　陽哉 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 小6

3502 上田　剛士 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 小6
3316 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 小6

7 ヤクルト東 65 東谷　亮汰 ｱｽﾞﾏﾔ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 67 佐藤　飛元 ｻﾄｳ ﾋｹﾞﾝ 小5

66 木村　竜太 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 小5
64 髙谷　悠人 ﾀｶﾔ ﾕｳﾄ 小6

8 アーデル 770 岩井　隆宏 ｲﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 小5
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 767 柴　　瑞貴 ｼﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 小6

769 笛田　晃希 ﾌｴﾀﾞ ｺｳｷ 小6
768 星　　隆希 ﾎｼ ﾘｭｳｷ 小6

Page: 4/7 Printing: 2016/03/27 14:48:10

東  京

東  京

福  岡

青  森

千  葉

加　盟

岡  山

鹿児島

新  潟



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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 金町ＳＣ 968 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小6

ｶﾅﾏﾁSC 学童 970 亀本　大勝 ｶﾒﾓﾄ ﾀｲｼｮｳ 小6
971 横山　和士 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 小5
969 日向野隆誠 ﾋｶﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 小6

2 ＭｃＳ武庫川 2925 岡本　稜久 ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 小6
McSﾑｺｶﾞﾜ 学童 2928 宇野　　陸 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 小6

2927 大野　佑太 ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 小6
2926 瀧野　　真 ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ 小6

3 スウィン太田 387 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 小6
SWｵｵﾀ 学童 385 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 小6

384 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 小6
386 原田　　晟 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 小6

4 スウィン鴻巣 608 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 小6
SWｺｳﾉｽ 学童 610 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小5

609 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小5
607 榊原　宏稀 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 小6

5 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 324 伊藤　碧天 ｲﾄｳ ｱｵｲ 小6
EAGLE 学童 328 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 小5

327 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 小6
326 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 小6

6 コパン鳴海 2204 高見　諒真 ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ 小6
ｺﾊﾟﾝﾅﾙﾐ 学童 2207 神谷　泰佑 ｶﾐﾔ ﾀｲｽｹ 小5

2206 北川原稜磨 ｷﾀｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾏ 小6
2205 高羽　悟史 ﾀｶﾊﾞ ｻﾄｼ 小6

7 豊橋ＳＳ 2252 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 小6
ﾄﾖﾊｼSS 学童 2251 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 小6

2250 林　　祥吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 小6
2249 枝廣　優輝 ｴﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｷ 小6

8 セントラル泉 120 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 小6
ｾ･ｲｽﾞﾐ 学童 118 佐々木　快 ｻｻｷ ｶｲ 小6

119 及川　椋平 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 小6
121 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ダッシュ新津 1930 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 小6

ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 学童 1929 小澤　勇気 ｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 小6
1928 成海　李紀 ﾅﾙﾐ ﾘｷ 小6
1931 坂井　颯汰 ｻｶｲ ｿｳﾀ 小5

2 金沢ＳＣ西泉 1965 瀧波　旺介 ﾀｷﾅﾐ ｵｳｽｹ 小6
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 学童 1964 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 小6

1963 戸上　真澄 ﾄｶﾞﾐ ﾏｽﾐ 小6
1966 岡本　寛汰 ｵｶﾓﾄ ｶﾝﾀ 小6

3 オーバル総社 3081 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 小6
OVALsoja 学童 3080 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 小6

3077 辻元　康暉 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 小6
3082 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 小5

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1390 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 1388 尾﨑　里久 ｵｻﾞｷ ﾘｸ 小6

1389 平岩　佑陸 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ 小6
1391 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 小6

5 おおいアクア 1993 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 小6
ｵｵｲｱｸｱ 学童 1991 宮川　虹歩 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｱ 小6

1992 吉田　州吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 小6
1994 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小5

6 枚方ＳＳ 2722 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2719 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6

2720 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小6
2721 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 小6

7 ＫＴＶ垂水 2896 向井　瑛希 ﾑｶｲ ｴｲｷ 小6
KTVﾀﾙﾐ 学童 2893 前田　悠太 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 小6

2894 下濱　　快 ｼﾓﾊﾏ ｶｲ 小6
2895 池田慎二郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 小6

8 東部SS 2040 秋山　疾風 ｱｷﾔﾏ ﾊﾔﾃ 小6
ﾄｳﾌﾞSS 学童 2042 水沼　奏太 ﾐｽﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ 小6

2039 篠澤　俊介 ｼﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 小6
2041 堰澤　咲弥 ｾｷﾞｻﾞﾜ ｻｸﾔ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組   日本記録  1:27.26
１１～１２歳          大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 ｲﾄﾏﾝ岸和田 2744 三浦　圭人 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 小6

ｲﾄﾏｷｼﾜﾀﾞ 学童 2746 西村　祐里 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ 小5
2745 木下　翔真 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 小6
2743 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 小6

2 ＪＳＳ南光台 129 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 小6
JSSﾅﾝｺｳ 学童 127 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 小6

128 神林　一徹 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｲｯﾃﾂ 小6
130 澤村　優颯 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 小6

3 イトマン港北 1746 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1745 田辺　元哉 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾔ 小6

1749 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小5
1744 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 小6

4 スウィン北本 439 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小6
SWｷﾀﾓﾄ 学童 438 田中直太朗 ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ 小6

440 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 小6
437 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 小6

5 TAIKEN 2790 有賀　一路 ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛ 小6
TAIKEN 学童 2794 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 小5

2791 杉山　優希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 小6
2793 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 小6

6 あかやまＳＳ 228 松本　幸大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 226 朝夷　柊友 ｱｻｴﾋﾞｽ ｼｭｳﾄ 小6

227 内田　永遠 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 小6
229 山越　春空 ﾔﾏｺｼ ﾊﾙ 小6

7 コナミ伏見 2464 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2465 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小5

2467 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 小5
2466 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5

8 JSSジャンボ 1879 大道　淳希 ｵｵﾐﾁ ｱﾂｷ 小6
JSSｼﾞｬﾝﾎ 学童 1880 新保　夏生 ｼﾝﾎﾞ ﾅﾂｷ 小6

1881 大滝　康太 ｵｵﾀｷ ｺｳﾀ 小6
1882 飯山　集友 ｲｲﾔﾏ ｼｭｳﾄ 小6
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