
第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 イ ト マ ン 2656 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小3

ｲﾄﾏﾝ 学童 2652 尾関　隼人 ｵｾﾞｷ ﾊﾔﾄ 小4
2654 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 小4
2653 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 843 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小4
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 842 中尾　　耀 ﾅｶｵ ｺｳ 小4

841 青山　瑛大 ｱｵﾔﾏ ｴｲﾀﾞｲ 小4
844 鈴木　優羅 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 小4

3 アクラブ稲城 1128 成田　律己 ﾅﾘﾀ ﾘﾂｷ 小4
AQLUB IG 学童 1127 高橋　龍輝 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 小4

1130 間瀬　知尚 ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ 小3
1129 丸谷　健流 ﾏﾙﾀﾆ ﾀｹﾙ 小4

4 ｽｳｨﾝ大宮西 450 松本　直人 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 小4
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 448 佐藤　輝維 ｻﾄｳ ｶｲ 小4

449 冨士　大和 ﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ 小4
447 西　　十武 ﾆｼ ﾄｵﾑ 小4

5 ＩＳＣ飯田 1946 山口　　耕 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ 小4
ISCｲｲﾀﾞ 学童 1948 吉沢　諒大 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小3

1947 東　　颯麻 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾏ 小4
1945 山﨑　大輝 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｷ 小4

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸 872 長市　翔和 ﾅｶﾞｲﾁ ﾄﾜ 小4
DSCﾏﾂﾄﾞ 学童 870 森井　勇磨 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ 小4

871 村山颯大朗 ﾑﾗﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 小4
869 重久　陽太 ｼｹﾞﾋｻ ﾖｳﾀ 小4

7 ヤクルト東 70 赤平　竜郷 ｱｶﾋﾗ ﾘｭｳﾄ 小4
ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ 学童 71 青木　理慶 ｱｵｷ ﾏｻﾉﾘ 小4

73 種市　祥万 ﾀﾈｲﾁ ｼｮｳﾏ 小3
72 山﨑丈太朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛ 小4
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第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 アーデル 789 山上　晃司 ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 小4

ｱｰﾃﾞﾙ 学童 791 岩瀬壮一郎 ｲﾜｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 小4
788 坂口　琉太 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 小4
790 畑中　　悠 ﾊﾀﾅｶ ﾊﾙ 小4

2 姫路スポーツ 2933 西川　翔己 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ 小4
ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ 学童 2934 大倉　凜佑 ｵｵｸﾗ ﾘｳ 小4

2935 藤尾　和輝 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ 小4
2936 藤尾　優輝 ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ 小4

3 柏洋・江 832 森田　瑛斗 ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ 小4
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ 学童 831 菅原　幹太 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 小4

833 深澤　拓斗 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾄ 小4
830 大渕　　航 ｵｵﾌﾞﾁ ﾜﾀﾙ 小4

4 金町ＳＣ 1011 菊池　　颯 ｷｸﾁ ｿｳ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1014 吉村　朱翔 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ 小3

1013 高野　海太 ﾀｶﾉ ｳﾀ 小4
1010 石田　凌也 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 小4

5 スウィン大宮 426 井上　広大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 小4
SWｵｵﾐﾔ 学童 429 髙山　優来 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾗ 小3

428 福田　琢磨 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 小4
427 東條　大成 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｲｾｲ 小4

6 秋田ＡＣ 153 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小4
ｱｷﾀAC 学童 155 福田　脩真 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ 小4

156 土田　朝陽 ﾂﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 小4
154 鈴木　大斗 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 小4

7 ようどう館佐 3385 渋谷琥玲亜 ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ 小4
ﾖｳﾄﾞｳｶﾝｻ 学童 3468 西山　一歩 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 小3

3467 福井　優星 ﾌｸｲ ﾕｳｾｲ 小4
3466 岩永　　悠 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳ 小4

8 ｽｳｨﾝ南越谷 696 新井　　竜 ｱﾗｲ ﾘｭｳ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 699 吉野　宇太 ﾖｼﾉ ｳﾀ 小4

697 髙戸谷康貴 ﾀｶﾄﾔ ｺｳｷ 小4
698 小久保静空 ｺｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 小4
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第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1760 本間　海翔 ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ 小4

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1761 森谷　賢人 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾄ 小4
1763 渡辺　大輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 小3
1762 三宅悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小3

2 コナミ明石 2961 花澤　柊太 ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 小4
ｺﾅﾐｱｶｼ 学童 2960 土田　卓実 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 小4

2959 大岡　悠真 ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ 小4
2962 藤原　佳己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 小4

3 スウィン鴻巣 638 福島　　楓 ﾌｸｼﾏ ｶｴﾃﾞ 小4
SWｺｳﾉｽ 学童 639 渡邉　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 小3

637 長島　匠吾 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 小4
640 會田　　慧 ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ 小3

4 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1680 川井　健洋 ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ 小4
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1679 大川　生流 ｵｵｶﾜ ﾊﾙ 小4

1682 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 小4
1681 佐藤　　汰 ｻﾄｳ ﾀｲ 小4

5 スウィン加須 554 野村　蒼空 ﾉﾑﾗ ｿﾗ 小4
ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ 学童 556 根岸　海輝 ﾈｷﾞｼ ｶｲｷ 小3

557 藤原　千昌 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾏｻ 小3
555 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 小4

6 マリン西新井 1266 髙橋　利駆 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 小4
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1267 齋藤慎之介 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 小4

1268 柏﨑　幹太 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾝﾀ 小4
1269 藤原　應佑 ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｽｹ 小3

7 枚方ＳＳ 2800 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小3
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2798 舟橋　　巧 ﾌﾅﾊｼ ｺｳ 小3

2799 橋本　世那 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 小3
2797 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 小4

8 イトマン港北 1821 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1823 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小3

1824 柏屋龍之介 ｶｼﾜﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 小3
1822 小笠原侑海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ 小4
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第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ伏見 2509 西　　大聖 ﾆｼ ﾀﾞｲｷ 小4

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2512 永井　龍斗 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 小3
2511 髙桑　茅颯 ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ 小3
2510 川中鼓太郎 ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ 小4

2 スウィン浦和 715 朝治　太智 ｱｻｼﾞ ﾀｲﾁ 小4
SWｳﾗﾜ 学童 718 伊藤　ケン ｲﾄｳ ｹﾝ 小4

716 清水　幸輝 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 小4
717 和田　惇希 ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ 小4

3 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 1703 塩原　拓真 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 1700 藤林　大耀 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 小4

1701 田口　音輝 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷ 小4
1702 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小4

4 ＫＴＶ豊中 2702 川﨑成一郎 ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 小4
KTVﾄﾖﾅｶ 学童 2700 池浦　光汰 ｲｹｳﾗ ｺｳﾀ 小4

2701 西口　直輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ 小4
2703 木村　佳華 ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 小4

5 トピーアヤセ 1645 吉田　大起 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 小4
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1646 石本　大道 ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 小4

1647 鴨志田大和 ｶﾓｼﾀ ﾔﾏﾄ 小4
1644 小林真夏斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 小4

6 ジャパン観 3195 山﨑　琢斗 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾄ 小4
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 3197 福田　航平 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小4

3196 小西　啓太 ｺﾆｼ ｹｲﾀ 小4
3198 上川　諒大 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀ 小4

7 スウィン北本 468 田中　快人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 466 篠塚　孝生 ｼﾉﾂｶ ｺｳｷ 小4

467 笹井　宏達 ｻｻｲ ｺｳﾀﾂ 小4
469 山本　　司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 小4

8 枚方SS香里 2708 小川　礼央 ｵｶﾞﾜ ﾚｵ 小4
ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ 学童 2707 松下丈多郎 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小4

2710 山内　祐輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 小3
2709 土井　健心 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ 小3
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第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 東京ＳＣ 1078 千葉　楓真 ﾁﾊﾞ ﾌｳﾏ 小4

ﾄｳｷｮｳSC 学童 1076 鳴島　礼朗 ﾅﾙｼﾏ ﾚｵ 小4
1080 岡田　賢星 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｾｲ 小4
1075 久嶋　優輔 ﾋｻｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 小4

2 ＫＳＧミドリ 3145 瀬尾日々輝 ｾｵ ﾋﾋﾞｷ 小4
KSGﾐﾄﾞﾘ 学童 3147 望月　雄斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 小4

3148 津江　優太 ﾂｴ ﾕｳﾀ 小4
3146 柴村　悠真 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ 小4

3 イトマン京都 2551 石崎　剛大 ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2554 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小3

2552 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 小4
2550 芝田　　凱 ｼﾊﾞﾀ ｶｲ 小4

4 スウィン鷲宮 649 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 651 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小3

648 一之瀬陽翔 ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾄ 小4
646 青山　瑛基 ｱｵﾔﾏ ｴｲｷ 小4

5 ＳＡＴ雪ヶ谷 1349 石田幸之輔 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 小4
SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1350 若泉　遙斗 ﾜｶｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4

1351 藪　　大翔 ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1353 村山　大雅 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 小3

6 東京ＤＣ桜台 1370 梶　　良介 ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1368 片山　　倫 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾝ 小4

1369 嶋田　大海 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 小4
1367 安田　郁哉 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾔ 小4

7 東急たまがわ 1279 原見　陽向 ﾊﾗﾐ ﾋﾅﾀ 小4
Tﾀﾏｶﾞﾜ 学童 1281 中村　賢太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4

1282 山田　陽輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 小4
1280 伊藤　瑠海 ｲﾄｳ ﾙｲ 小4

8 ロンド東村山 1198 佐藤　向優 ｻﾄｳ ﾋﾕｳ 小4
ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 1197 佐藤　汐優 ｻﾄｳ ｼﾕｳ 小4

1200 廣瀬　莉智 ﾋﾛｾ ﾘﾂ 小3
1199 中西　英陸 ﾅｶﾆｼ ｴﾘｸ 小3
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第39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. 20 男子    200m   フリーリレー   予選   6組 日本記録  1:24.51
１０歳以下          大会記録  1:57.28

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 みなとＳＳ 2317 橋本　英明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 小4

ﾐﾅﾄSS 学童 2318 小倉　幹弘 ｵｸﾞﾗ ﾐｷﾋﾛ 小4
2319 菱川　　槙 ﾋｼｶﾜ ﾏｷ 小3
2316 大島　佑互 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺﾞ 小4

2 NECGSC溝の口 1883 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ 小4
NECGSC M 学童 1884 山尾利樹人 ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ 小3

1881 太田　海璃 ｵｵﾀ ｶｲﾘ 小4
1882 秋山　真颯 ｱｷﾔﾏ ｼｵﾝ 小4

3 スウィン埼玉 609 西上　聡汰 ﾆｼｶﾐ ｿｳﾀ 小3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 607 渡辺　絢斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ 小4

606 坂蓋丈太朗 ｻｶﾌﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小4
605 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小4

4 あかやまＳＳ 222 深野　永大 ﾌｶﾉ ｴｲﾀ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 220 津田　康平 ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小4

224 稲垣　翔太 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 小3
221 大野　心聖 ｵｵﾉ ｷﾖﾏ 小4

5 コナミ北浦和 509 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 507 前田　智也 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 小4

510 加藤　　滉 ｶﾄｳ ｺｳ 小4
508 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小4

6 ダッシュ三条 2009 本間　匠騎 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ 小4
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 学童 2010 溝口　大成 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 小3

2007 山口　修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 小4
2008 本間　　碧 ﾎﾝﾏ ｱｵ 小4

7 ＳＧＣ・佐野 321 小野　航河 ｵﾉ ｺｳｶﾞ 小4
SGC 学童 319 黒﨑　海星 ｸﾛｻｷ ｶｲｾｲ 小4

322 関口　颯斗 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 小4
320 川村　健太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4

8 スウィン熊谷 477 石井　和樹 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 小3
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 475 古屋　憲佑 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾋﾛ 小4

476 河原　大輝 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 小4
474 石井　浩樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 小4
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