
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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  1:28.69
１１～１２歳        大会記録  1:47.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 13 小原　拓海 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 中1
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 中学 11 荻野　　歩 ｵｷﾞﾉ ｱﾕﾑ 中1

12 宮本　颯汰 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ 中1
14 江上　太一 ｴｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 中1

2 金沢ＳＣ西泉 1566 瀧波　旺介 ﾀｷﾅﾐ ｵｳｽｹ 中1
ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ 1565 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 中1

1568 山本　将仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 小5
1567 岡本　寛汰 ｵｶﾓﾄ ｶﾝﾀ 中1

3 イトマン西宮 2273 廣瀬　友海 ﾋﾛｾ ﾕｳ 小6
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 2272 重見　拓丈 ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ 小6

2271 水口　　唯 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ 中1
2270 吉武勇太朗 ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ 中1

4 ＪＳＳ羽曳野 2163 野田　和成 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 小6
JSSﾊﾋﾞｷﾉ 2160 塚本　陽平 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 中1

2161 岡本　　健 ｵｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 中1
2162 辻岡　　翼 ﾂｼﾞｵｶ ﾂﾊﾞｻ 中1

5 アクシー東 1499 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 小6
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 1496 佐藤　碧生 ｻﾄｳ ｱｵｲ 中1

1498 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 小6
1497 西須　清太 ｻｲｽ ｷﾖﾀ 中1

6 岡崎竜城ＳＣ 1742 成瀬　叶来 ﾅﾙｾ ﾄﾗｲ 中1
ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 1740 浅香　　晴 ｱｻｶ ﾊﾙ 中1

1743 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 小6
1741 戸村　圭佑 ﾄﾑﾗ ｹｲｽｹ 中1

7 名鉄ＳＳ半田 1797 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 中1
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 1802 新実　龍治 ﾆｲﾐ ﾘｭｳｼﾞ 小6

1798 吉田　朝陽 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 中1
1799 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 小6

8 ビッグツリー 272 渡辺　真緒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 小6
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 270 市川　凜久 ｲﾁｶﾜ ﾘｸ 中1

271 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 小6
273 大橋　一心 ｵｵﾊｼ ｲｯｼﾝ 小6

9
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2組
0 ＦーＢＩＧ 230 水沼　颯太 ﾐｽﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 小6

F-BIG 232 直井　　光 ﾅｵｲ ﾋｶﾙ 小6
231 中三川侑汰 ﾅｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 小6
229 仁平　　翼 ﾆﾍｲ ﾂﾊﾞｻ 中1

1 東京ＳＣ 832 大竹　紘暉 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 835 嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小6

833 松本恭太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 中1
834 辻　　拓海 ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 小6

2 直方ＳＳ野上 2634 小野颯太郎 ｵﾉ ｿｳﾀﾛｳ 小6
NSSﾉｶﾞﾐ 2631 門口　陽哉 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 中1

2633 上田　剛士 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 中1
2632 小山　陽翔 ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 中1

3 おおいアクア 1587 清水　歩空 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 中1
ｵｵｲｱｸｱ 1589 毛利慎之介 ﾓｳﾘ ｼﾝﾉｽｹ 小6

1586 吉田　州吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 中1
1588 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ古河 209 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 211 須藤　凛大 ｽﾄｳ ﾘﾝﾀ 小6

207 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中1
208 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 中1

5 スウィン北本 375 尾藤　秀哉 ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 中1
SWｷﾀﾓﾄ 378 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 小6

377 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 小6
376 丸橋　碧人 ﾏﾙﾊｼ ｱｵﾄ 中1

6 スウィン鴻巣 497 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中1
SWｺｳﾉｽ 499 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小6

500 谷口　　翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 小5
498 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小6

7 イトマン港北 1387 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1389 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中1

1390 綿貫　太地 ﾜﾀﾇｷ ﾀｲﾁ 中1
1391 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小6

8 浜名湖ＳＳ 1654 増田　修士 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 小6
ﾊﾏﾅｺSS 1651 袴田　琉勢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 中1

1652 田中　空知 ﾀﾅｶ ｿﾗﾁ 中1
1653 廣橋　諒人 ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ 中1

9 コナミ新札幌 4 菊池甲志郎 ｷｸﾁ ｺｳｼﾛｳ 中1
ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ 6 井口　大希 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 小6

7 田中　　遥 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 小6
5 丸山真次郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中1
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3組
0 コナミ林間 1196 越智　通久 ｵﾁ ﾐﾁﾋｻ 中1

ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 1197 村井　洸太 ﾑﾗｲ ｺｳﾀ 中1
1199 平賀簾太郎 ﾋﾗｶﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 小6
1198 山崎　康平 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 中1

1 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 185 久米　蒼真 ｸﾒ ｱｵﾏ 小6
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 186 橋本　直樹 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ 小6

183 村山　太一 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲﾁ 中1
184 焼田　光輝 ﾔｷﾀ ｺｳｷ 中1

2 神奈中ＳＳ 1224 古木　健太 ﾌﾙｷ ｹﾝﾀ 小6
ｶﾅﾁｭｳSS 1221 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 中1

1223 諸星　元大 ﾓﾛﾎｼ ｹﾞﾝﾀ 中1
1222 鈴木　隆誠 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 中1

3 NSI Taiken 2230 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 小6
NSIﾀｲｹﾝ 2229 南條　雄飛 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ 中1

2227 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中1
2228 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 中1

4 ダッシュ新津 1529 小澤　勇気 ｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 中1
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 1530 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 中1

1528 成海　李紀 ﾅﾙﾐ ﾘｷ 中1
1531 坂井　颯汰 ｻｶｲ ｿｳﾀ 小6

5 あかやまＳＳ 158 松本　幸大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 中1
ｱｶﾔﾏSS 160 恩田　康佑 ｵﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 小6

157 内田　永遠 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾜ 中1
159 山越　春空 ﾔﾏｺｼ ﾊﾙ 中1

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1345 平野　翔一 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ 中1
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1346 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小6

1344 神山　渚於 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｵ 中1
1348 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小5

7 コナミ海老名 1269 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 中1
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1266 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中1

1267 清水　博斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 中1
1268 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中1

8 NSP高知 2547 小松　蒼空 ｺﾏﾂ ｱｵｲ 小6
NSPｺｳﾁ 2548 寺井　悠晴 ﾃﾗｲ ﾕｳｾｲ 小6

2545 岡本　慎吾 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 中1
2546 坂本　昂太 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 中1

9 はるおか原 2575 萬燈　祐仁 ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 小6
ﾊﾙｵｶﾊﾗ 2574 引宇根太一 ﾋｷｳﾈ ﾀｲﾁ 中1

2576 井上　　真 ｲﾉｳｴ ｼﾝ 小6
2577 中山　晃希 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 金田ＳＣ 764 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 小6

ｶﾈﾀﾞSC 760 近藤　貴允 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ 中1
762 市川　蒼明 ｲﾁｶﾜ ｿｳﾒｲ 中1
763 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 小6

1 スウィン大宮 353 伊加田雅大 ｲｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 中1
SWｵｵﾐﾔ 中学 351 岡本進之介 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 中1

352 加藤　柊哉 ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ 中1
354 竹生田高正 ﾀｹｵﾀﾞ ｺｳｾｲ 中1

2 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1006 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 小6
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1005 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 小6

1008 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 小6
1007 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 小6

3 コナミ伏見 1957 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中1
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 1958 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小6

1956 杉山　門世 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾝﾄﾞ 中1
1959 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小6

4 オーバル総社 2436 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中1
OVALsoja 2435 竹内　悠翔 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 中1

2437 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 小6
2434 大槻　優斗 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 中1

5 ＪＳＳ南光台 103 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中1
JSSﾅﾝｺｳ 101 杉澤虎宇太 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 中1

102 神林　一徹 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｲｯﾃﾂ 中1
105 藤代　陸翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸﾄ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1146 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1147 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 小6

1144 祭　　伊吹 ｻｲ ｲﾌﾞｷ 中1
1148 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 小6

7 ＢＩＧ木更津 628 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 中1
BIGｷｻﾗﾂﾞ 629 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 中1

630 中山　大夢 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾑ 中1
632 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 小6

8 枚方ＳＳ 2168 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2166 須崎　　悠 ｽｻﾞｷ ﾕｳ 中1

2167 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 中1
2170 上田　剣聖 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 小6

9 伊豆SS 1621 黒川　晴斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 中1
IZU SS 1619 太田　陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 中1

1623 大木　優瑠 ｵｵｷ ｳﾘｭｳ 小5
1620 清水　堅介 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 中1
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