
第39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     
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   4組 日本記録  1:28.69
１０歳以下          大会記録  1:58.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 スウィン前橋 327 片貝　冬馬 ｶﾀｶｲ ﾄｳﾏ 小5
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 326 野中　　陸 ﾉﾅｶ ﾘｸ 小5

329 目黒　　類 ﾒｸﾞﾛ ﾙｲ 小5
328 田村　秀汰 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾀ 小5

4 イトマン草津 1909 岸　　和史 ｷｼ ｶｽﾞﾌﾐ 小5
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 学童 1913 岡村　遥斗 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 小4

1911 藤本　笠斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ 小4
1910 岡部　淳斗 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄ 小5

5 三菱養和ＳＳ 925 白山　惺之 ｼﾗﾔﾏ ｻﾄｼ 小5
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 926 佐藤　寛大 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 小4

923 山崎　　帝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶﾄﾞ 小5
924 宮崎　健吾 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 小5

6

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 コナミ香里園 2128 西浦　雄大 ﾆｼｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 小5

ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ 学童 2126 湯原　健太 ﾕﾊﾗ ｹﾝﾀ 小5
2127 水谷　琉人 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾄ 小5
2125 山村　波琉 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙ 小5

1 スウィン埼玉 477 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 478 坂蓋丈太朗 ｻｶﾌﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小4

476 手塚　　諒 ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳ 小5
479 渡辺　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 小4

2 東京ＤＣ 870 福井　悠介 ﾌｸｲ ﾕｳｽｹ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 869 村上　稜芽 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ 小5

871 大塚　永耀 ｵｵﾂｶ ｴｲｷ 小5
868 永島　　楓 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小5

3 イトマン守谷 199 細木　稟仁 ﾎｿｷﾞ ﾘﾝﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 200 越野　颯太 ｺｼﾉ ｿｳﾀ 小4

201 近藤陽那太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 小3
198 渡邊　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 小5

4 スウィン鴻巣 504 福島　　楓 ﾌｸｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小4
SWｺｳﾉｽ 学童 503 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 小5

501 河野　大輔 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小5
502 大塚　　駿 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝ 小5

5 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1294 荒木　大馳 ｱﾗｷ ﾀﾞｲﾁ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1298 塩原　拓真 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 小4

1296 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小4
1295 上野　　元 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 小5

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1353 森谷　賢人 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾄ 小4
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1352 本間　海翔 ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ 小4

1349 古宮　稜晟 ｺﾐﾔ ﾘｮｳｾｲ 小5
1350 鈴木　　塁 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 小5

7 稲毛インター 639 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小5
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 637 大住　陵生 ｵｵｽﾐ ﾘｮｳｾｲ 小5

640 長谷部　匠 ﾊｾﾍﾞ ﾀｸﾐ 小5
641 土屋　海人 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 小4

8 イトマン西宮 2274 近藤　璃空 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 小5
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2275 内本　　輝 ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 小5

2276 田島　壱成 ﾀｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 小5
2277 吉武伸之助 ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 小3

9 ＳＧＣ・佐野 243 小野　航河 ｵﾉ ｺｳｶﾞ 小4
SGC 学童 240 溝口　新大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 小5

241 谷　　奏太 ﾀﾆ ｶﾅﾀ 小5
242 川村　健太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 豊橋ＳＳ 1787 加藤　真啓 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 小5

ﾄﾖﾊｼSS 学童 1790 近藤　正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 小5
1789 和田　望実 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 小5
1788 鈴木　善貴 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 小5

1 コナミ北浦和 407 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 406 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小4

405 辻仲　祥康 ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 小5
408 加藤　　滉 ｶﾄｳ ｺｳ 小4

2 御幸ヶ原ＳＳ 253 脇田　悠希 ﾜｷﾀ ﾊﾙｷ 小4
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 250 澤田　直弥 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 小5

252 多田　大悟 ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 小5
251 小谷　瑛希 ｺﾀﾆ ｴｲｷ 小5

3 東京ＳＣ 839 藤平　脩杜 ﾌｼﾞﾋﾗ ｼｭｳﾄ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 841 今村　陽向 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小5

842 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小5
840 小松　匠史 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 小5

4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 685 宮崎　太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 小5
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 688 重久　陽太 ｼｹﾞﾋｻ ﾖｳﾀ 小4

687 小林　拓斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 小5
686 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小5

5 イトマン堅田 1934 北野　優翔 ｷﾀﾉ ﾕｳﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ 学童 1935 大由里一輝 ｵｵﾕﾘ ｶｽﾞｷ 小5

1936 赤尾　駿弥 ｱｶｵ ｼｭﾝﾔ 小4
1933 川本　一心 ｶﾜﾓﾄ ｲｯｼﾝ 小5

6 スウィン北本 381 田中　快人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 380 篠塚　孝生 ｼﾉﾂｶ ｺｳｷ 小4

379 平井　千翔 ﾋﾗｲ ﾕｷﾄ 小5
382 山本　　司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 小4

7 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1061 小野　耀大 ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1062 甲斐　大貴 ｶｲ ﾀﾞｲｷ 小5

1060 葛西　颯玖 ｶｻｲ ｿｳｷ 小5
1063 岡部　地音 ｵｶﾍﾞ ｼﾞｵﾝ 小5

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1110 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1108 脇川　颯斗 ﾜｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 小5

1109 阿部　　響 ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 小4
1111 榊　　恵介 ｻｶｷ ｹｲｽｹ 小4

9 スウィン浦和 571 朝治　太智 ｱｻｼﾞ ﾀｲﾁ 小4
SWｳﾗﾜ 学童 569 伊藤　シン ｲﾄｳ ｼﾝ 小5

572 伊藤　ケン ｲﾄｳ ｹﾝ 小4
570 成田　亘輝 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 小5
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 イ ト マ ン 2054 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 小5

ｲﾄﾏﾝ 学童 2055 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小5
2057 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 小4
2056 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4

1 イトマン大津 1917 穂田　　晃 ﾎﾀﾞ ﾋｶﾙ 小5
ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ 学童 1916 向井　悠人 ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 小5

1918 伊藤　珀叶 ｲﾄｳ ﾊｸﾄ 小5
1919 弓坂　隆友 ﾕﾐｻｶ ﾀｶﾄﾓ 小5

2 スウィン鷲宮 515 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 512 木村　海音 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 小5

514 一之瀬陽翔 ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾄ 小4
516 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小3

3 ﾙﾈｻﾝｽ岐阜 1903 服部　怜恩 ﾊｯﾄﾘ ﾚｵﾝ 小5
ﾙﾈｻﾝｽｷﾞﾌ 学童 1905 藤田　奏良 ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ 小5

1906 三ツ谷悠希 ﾐﾂﾔ ﾊﾙｷ 小4
1904 長谷部涼平 ﾊｾﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 小5

4 太陽教育ＳＣ 810 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小5
TKSC 学童 812 川瀬　悠生 ｶﾜｾ ﾕｳｷ 小4

809 ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄﾙｲ ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄ ﾙｲ 小5
811 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小5

5 スウィン加須 452 野村　蒼空 ﾉﾑﾗ ｿﾗ 小4
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 451 柴垣　　要 ｼﾊﾞｶﾞｷ ｶﾅﾒ 小5

450 西村　　祐 ﾆｼﾑﾗ ﾀｽｸ 小5
453 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4

6 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2358 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 小5
ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ 学童 2357 藤澤　明輝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 小5

2359 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 小5
2356 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 小5

7 ｽｳｨﾝふじみ野 535 長谷川堅大 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 小5
SWﾌｼﾞﾐﾉ 学童 536 入江　秀行 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 小5

538 籠山　拓己 ｶｺﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 小4
537 渋谷　珠煌 ｼﾌﾞﾔ ｽｵｳ 小4

8 ピュア大和 117 反田　和寿 ｿﾘﾀ ｶｽﾞﾋｻ 小5
ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ 学童 114 佐藤　晴希 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 小5

115 宮高　麻生 ﾐﾔﾀｶ ｱｻｷ 小5
116 鈴木　湊人 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 小5

9 ｾﾝﾄﾗﾙみなと 2199 丸田　凌也 ﾏﾙﾀ ﾘｮｳﾔ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾐﾅﾄ 学童 2201 平島　　瑛 ﾋﾗｼﾏ ｱｷﾗ 小4

2202 竹内　　亮 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 小4
2200 山本　　空 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 小4
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