
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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:34.87
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 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 2743 善野　　颯 ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ 小6

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

3 ＪＳＳ中川 2261 及川　　天 ｵｲｶﾜ ｱﾏﾄ 小6
JSSﾅｶｶﾞﾜ 学童 2263 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 小6

2265 石川　　龍 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳ 小5
2262 山守　康介 ﾔﾏﾓﾘ ｺｳｽｹ 小6

4 TAIKEN 2792 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 小6
TAIKEN 学童 2794 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 小5

2790 有賀　一路 ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛ 小6
2793 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 小6

5 とこはＳＳ 2058 植田　涼誠 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 小6
ﾄｺﾊSS 学童 2057 渡部　寛大 ﾜﾀﾍﾞ ｶﾝﾀ 小6

2055 神戸　諒太 ｶﾝﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 小6
2056 山田　　潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 827 渡邉　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 小6
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 825 水清田汰玖 ﾐｽﾞｾﾀﾞ ﾀｸ 小6

828 三浦　翔希 ﾐｳﾗ ｼｮｳｷ 小6
826 中村　　直 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 小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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:34.87
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1693 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小5

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
1692 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 小6
1691 神山　渚於 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｵ 小6

2 ＢＩＧアミ 2228 鈴村　州平 ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 小6
BIGｱﾐ 学童 2226 大澤　航輝 ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 小6

2227 片桐　拓海 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾐ 小6
2229 木下　侑馬 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾏ 小5

3 ＪＳＳ八王子 1416 赤澤　諒真 ｱｶｻﾜ ﾘｮｳﾏ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1414 小俣　空大 ｵﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 小6

1413 梅木　　怜 ｳﾒｷ ﾚﾝ 小6
1415 鈴木　燈路 ｽｽﾞｷ ﾋﾛ 小6

4 コナミ伏見 2466 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小5
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2467 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 小5

2465 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小5
2464 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 小6

5 ＪＳＳ津山 3060 岩村　優志 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｼ 小6
JSSﾂﾔﾏ 学童 3058 竹花　優作 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｻｸ 小6

3057 萬代　悠斗 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾄ 小6
3059 毛利　　天 ﾓｳﾘ ｿﾗ 小6

6 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 1994 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小5

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

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

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

8 東部SS 2041 堰澤　咲弥 ｾｷﾞｻﾞﾜ ｻｸﾔ 小6
ﾄｳﾌﾞSS 学童 2043 市川　聖斗 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ 小6

2042 水沼　奏太 ﾐｽﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ 小6
2040 秋山　疾風 ｱｷﾔﾏ ﾊﾔﾃ 小6

Page: 2/5 Printing: 2016/03/28 10:31:28

京  都

岡  山

福  井

東  京

静  岡

加　盟

神奈川

愛  知

東  京



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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:34.87
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 フィッタ松山 3214 窪田　雄斗 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 小5

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ 3212 一色明日斗 ｲｯｼｷ ｱｽﾄ 小6
3213 島田　友希 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 小6
3211 矢野　和尊 ﾔﾉ ﾜﾀﾙ 中1

2 ＫＳＧミドリ 3103 三好　達也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 小6
KSGﾐﾄﾞﾘ 学童 3105 才上　陽也 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ 小6

3102 辻岡　　創 ﾂｼﾞｵｶ ｿｳ 小6
3104 千々松琉之介 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 小6

3 ダッシュ新津 1929 小澤　勇気 ｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 小6
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 学童 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
1930 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 小6

4 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

5 ｽｳｨﾝ南越谷 687 前野　周磨 ﾏｴﾉ ｼｭｳﾏ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 686 大庭　大直 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾁ 小6

688 丹保　　陸 ﾀﾝﾎﾞ ﾘｸ 小6
685 神崎　彪真 ｶﾝｻﾞｷ ﾋｮｳﾏ 小6

6 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 967 浅輪　一翔 ｱｻﾜ ｶｽﾞﾏ 小6

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

7 イトマン堺 2673 三光　哲平 ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2672 山下優史郎 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾛｳ 小6

2675 藤井鼓太郎 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 小5
2674 橋本　康生 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ 小6

8 ＮＳＩパール 2889 村上　汰晟 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 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
2886 長島京志郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:34.87
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 750 北川　凜生 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 小6

ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 753 櫻井　隼人 ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 小5
751 山口将太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 小6
752 田中　理敬 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾀｶ 小6

2 スウィン鴻巣 607 榊原　宏稀 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 小6
SWｺｳﾉｽ 学童 608 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 小6

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

3 スウィン北本 437 片山　大雅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 小6
SWｷﾀﾓﾄ 学童 439 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 小6

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

4 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 325 比留間海羽 ﾋﾙﾏ ﾐｳ 小6

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

5 イトマン港北 1744 小方　　颯 ｵｶﾞﾀ ｿｳ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1747 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 小6

1746 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 小6
1749 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小5

6 ＢＩＧ木更津 776 石井　啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 小6
BIGｷｻﾗﾂﾞ 学童 780 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 小5

778 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 小6
777 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 小6

7 豊橋ＳＳ 2251 髙本　大稀 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 小6
ﾄﾖﾊｼSS 学童 2252 加藤　晃成 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 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 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 1041 村田　　昴 ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ 小6

1044 辻　　拓海 ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 小5
1042 橋本　瑛輝 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 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. 72 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:34.87
１１～１２歳        大会記録  1:54.54

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1459 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 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
1458 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小5

2 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 384 青木悠之進 ｱｵｷ ﾕｳﾉｼﾝ 小6

385 関口　裕大 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 小6
386 原田　　晟 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 小6

3 メルヘン川内 3398 寺園　生吹 ﾃﾗｿﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 小6
ﾒﾙﾍﾝｾﾝﾀﾞ 学童 3396 西小野皓大 ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 小6

3399 新開　誠也 ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ 小5
3397 白石　恒太 ｼﾗｲｼ ｺｳﾀ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1391 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 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
1390 齋藤健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 小6

5 オーバル総社 3078 本田　彩翔 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾄ 小6
OVALsoja 学童 3079 池田　怜央 ｲｹﾀﾞ ﾚｵ 小6

3080 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 小6
3081 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 小6

6 金田ＳＣ 936 林　　　武 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ 小6
ｶﾈﾀﾞSC 学童 935 川辺亮太朗 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 小6

934 野中　　勝 ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ 小6
937 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 小5

7 枚方ＳＳ 2722 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2721 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 小6

2720 髙松　　剛 ﾀｶﾏﾂ ｺﾞｳ 小6
2719 上田　純平 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6

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

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