
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. 58 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１０歳以下          大会記録  2:11.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 イ ト マ ン 2056 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2054 宮田　一佐 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ 小5

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

2 スウィン大宮 355 吉田　涼平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 小5
SWｵｵﾐﾔ 学童 358 福田　琢磨 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 小4

356 井上　広大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 小4
357 東條　大成 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｲｾｲ 小4

3 コナミ北浦和 406 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 405 辻仲　祥康 ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 小5

409 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小2
407 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小4

4 東京ＳＣ 842 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 839 藤平　脩杜 ﾌｼﾞﾋﾗ ｼｭｳﾄ 小5

838 牧野　隼大 ﾏｷﾉ ｼｭﾝﾀ 小5
841 今村　陽向 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1108 脇川　颯斗 ﾜｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 小5
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1109 阿部　　響 ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 小4

1110 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 小4
1111 榊　　恵介 ｻｶｷ ｹｲｽｹ 小4

6 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 686 麻生　大貴 ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ 小5

687 小林　拓斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 小5
689 長市　翔和 ﾅｶﾞｲﾁ ﾄﾜ 小4

7 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 502 大塚　　駿 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝ 小5

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
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1 豊橋ＳＳ 1788 鈴木　善貴 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 小5
ﾄﾖﾊｼSS 学童 1789 和田　望実 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 小5

1790 近藤　正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 小5
1787 加藤　真啓 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 小5

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

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

3 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 638 日色　春太 ﾋｲﾛ ｼｭﾝﾀ 小5

637 大住　陵生 ｵｵｽﾐ ﾘｮｳｾｲ 小5
641 土屋　海人 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 小4

4 太陽教育ＳＣ 810 石川　大起 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 小5
TKSC 学童 811 中島　大悟 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 小5

809 ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄﾙｲ ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄ ﾙｲ 小5
812 川瀬　悠生 ｶﾜｾ ﾕｳｷ 小4

5 スウィン加須 453 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 450 西村　　祐 ﾆｼﾑﾗ ﾀｽｸ 小5

449 柳田　祥吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 小5
451 柴垣　　要 ｼﾊﾞｶﾞｷ ｶﾅﾒ 小5

6 東京ＤＣ桜台 1051 安田　郁哉 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾔ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1052 片山　　倫 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾝ 小4

1053 嶋田　大海 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 小4
1054 梶　　良介 ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小4

7 ＳＡＴ雪ヶ谷 1038 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 小5
SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1039 石田幸之輔 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 小4

1041 藪　　大翔 ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1040 若泉　遙斗 ﾜｶｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4

8 イトマン守口 2113 藤江　煌毅 ﾌｼﾞｴ ｺｳｷ 小5
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 学童 2111 山川　啓太 ﾔﾏｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小5

2114 平本蒼士郎 ﾋﾗﾓﾄ ｿｳｼﾛｳ 小4
2112 高洲　誠祐 ﾀｶｽ ｾｲｽｹ 小5
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1 イトマン大津 1920 長森　亮汰 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 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
1917 穂田　　晃 ﾎﾀﾞ ﾋｶﾙ 小5

2 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 1349 古宮　稜晟 ｺﾐﾔ ﾘｮｳｾｲ 小5

1351 藤井　大智 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 小5
1352 本間　海翔 ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ 小4

3 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1296 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1295 上野　　元 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 小5

1294 荒木　大馳 ｱﾗｷ ﾀﾞｲﾁ 小5
1298 塩原　拓真 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 小4

4 スウィン鷲宮 513 佐藤　洸稀 ｻﾄｳ ｺｳｷ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 511 岡村　侑飛 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 小5

515 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小4
512 木村　海音 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ西神戸 2359 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 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

2356 洲﨑　透真 ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ 小5
2358 斉藤　　瑛 ｻｲﾄｳ ｴｲ 小5

6 イトマン草津 1911 藤本　笠斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 学童 1912 北川　輝心 ｷﾀｶﾞﾜ ｷｼﾝ 小4

1909 岸　　和史 ｷｼ ｶｽﾞﾌﾐ 小5
1910 岡部　淳斗 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄ 小5

7 東京ＤＣ 871 大塚　永耀 ｵｵﾂｶ ｴｲｷ 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

868 永島　　楓 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小5
870 福井　悠介 ﾌｸｲ ﾕｳｽｹ 小5

8 コナミ西葛西 914 新田　慎吾 ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 912 小田　竜輝 ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 小5

911 千葉　佑斗 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ 小5
913 新宮　広葉 ｼﾝｸﾞｳ ｺｳﾖｳ 小5
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