
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. 60 男子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:37.77
１１～１２歳        大会記録  1:57.72

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 伊豆SS 1622 辻　羽汰朗 ﾂｼﾞ ｳﾀﾛｳ 小6

IZU SS 1620 清水　堅介 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 中1
1619 太田　陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 中1
1621 黒川　晴斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 中1

1 ｲﾄﾏﾝ札幌麻生 11 荻野　　歩 ｵｷﾞﾉ ｱﾕﾑ 中1
ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ 中学 14 江上　太一 ｴｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 中1

13 小原　拓海 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 中1
12 宮本　颯汰 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ 中1

2 スウィン鴻巣 500 谷口　　翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 小5
SWｺｳﾉｽ 497 橘　　一樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 中1

499 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小6
498 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小6

3 NSI Taiken 2227 小林　雅弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 中1
NSIﾀｲｹﾝ 2230 丸山　碧斗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ 小6

2229 南條　雄飛 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ 中1
2228 石塚　　温 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ 中1

4 ｲﾄﾏﾝ古河 207 忍田　　尊 ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 中1
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 209 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 小6

208 落合　颯唯 ｵﾁｱｲ ｿｳｲ 中1
210 伊藤　　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 小6

5 イトマン港北 1391 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 1388 山下　修司 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 中1

1387 佐藤　倫行 ｻﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 中1
1389 山浦　一真 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾏ 中1

6 ＢＩＧ木更津 630 中山　大夢 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾑ 中1
BIGｷｻﾗﾂﾞ 632 名取　優輝 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 小6

629 多田　光成 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 中1
628 江沢　　陸 ｴｻﾞﾜ ﾘｸ 中1

7 スウィン埼玉 473 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 472 海谷　陸翔 ｶｲﾔ ﾘｸﾄ 中1

471 礒ヶ谷拓斗 ｲｿｶﾞﾔ ﾀｸﾄ 中1
474 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 小6

8 イ ト マ ン 2051 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2052 西田　翔麿 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 小6

2053 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小5
2050 梶田　　笙 ｶｼﾞﾀ ｼｮｳ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
0 イトマン中村 1679 伊藤　誠悟 ｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 中1

ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 1680 柳瀬圭太郎 ﾔﾅｾ ｹｲﾀﾛｳ 中1
1681 阿部　壮流 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 中1
1682 杉本　　凌 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 小6

1 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

2169 岩住宏一郎 ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6
2167 中村　　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 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 1007 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 小6

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

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

1347 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 小5
1344 神山　渚於 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｵ 中1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1147 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1148 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 小6

1146 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小6
1144 祭　　伊吹 ｻｲ ｲﾌﾞｷ 中1

5 オーバル総社 2434 大槻　優斗 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 中1
OVALsoja 2436 木口　朝陽 ｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 中1

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

6 イトマン多摩 1335 内野　　颯 ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 1333 髙須　　寛 ﾀｶｽ ﾕﾀｶ 中1

1336 渡部　隼人 ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾔﾄ 小6
1334 北　　彪正 ｷﾀ ﾋｭｳﾏ 小6

7 ＫＳＧときわ 2605 竹中廉太郎 ﾀｹﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ 中1
KSGﾄｷﾜSS 2608 岡部　眞宜 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 小6

2607 渡辺　健士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 小6
2606 山岸　大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 中1

8 コナミ海老名 1268 森　　拓海 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 中1
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 中学 1270 小泉　　翔 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳ 中1

1269 坂倉友之介 ｻｶｸﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 中1
1266 清水　允斗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 中1

9 名鉄ＳＳ半田 1799 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 1797 榊原　彪馬 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ 中1

1800 青山　康一 ｱｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ 小6
1801 竹内　皓紀 ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 小6
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3組
0 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1104 脇川　颯太 ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ 中1

ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 1107 平岩　佑絃 ﾋﾗｲﾜ ﾕｲﾄ 小6
1106 村澤　　睦 ﾑﾗｻﾜ ﾑﾂﾐ 小6
1105 江川　祐生 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小6

1 アクシー東 1498 吉川　航介 ｷｯｶﾜ ｺｳｽｹ 小6
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 1496 佐藤　碧生 ｻﾄｳ ｱｵｲ 中1

1497 西須　清太 ｻｲｽ ｷﾖﾀ 中1
1499 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 小6

2 大野城ＳＣ 2551 熊井　悠介 ｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 小6
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 2553 坂本　伊吹 ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 小6

2552 山下　翔慎 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾏ 小6
2554 田原　怜治 ﾀﾊﾞﾙ ﾚｲｼﾞ 小5

3 ＪＳＳ南光台 103 加藤多雄宇 ｶﾄｳ ﾀｲﾕｳ 中1
JSSﾅﾝｺｳ 中学 104 澤村　優颯 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 中1

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

4 コナミ伏見 1959 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 1958 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小6

1957 吉宮　浩之 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 中1
1956 杉山　門世 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾝﾄﾞ 中1

5 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 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
1530 三嶋　一輝 ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 中1

6 セントラル泉 93 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲｷ 中1
ｾ･ｲｽﾞﾐ 94 庄司　洸雅 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ 中1

95 酒井丈太朗 ｻｶｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小6
96 工藤　宥良 ｸﾄﾞｳ ﾕﾗ 小6

7 コナミ新札幌 7 田中　　遥 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 小6
ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ 6 井口　大希 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 小6

5 丸山真次郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中1
4 菊池甲志郎 ｷｸﾁ ｺｳｼﾛｳ 中1

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

9 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 1588 稲澤　駿斗 ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小6

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
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