
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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｲﾄﾏﾝひばり 2684 徳田　爽人 ﾄｸﾀﾞ ｱｷﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 学童 2686 小寺　一成 ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 小6

2683 田中　智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 小6
2685 宮川　隼輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 小6

4 名鉄ＳＳ半田 2302 川上　亮大 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 小6
ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ 学童 2304 笹目　優樹 ｻｻﾒ ﾕｳｷ 小6

2301 土橋　拓麿 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 小6
2303 竹内　皓紀 ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 小6

5 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 344 古峰　　瑠 ｺﾐﾈ ﾘｭｳ 小6
EAGLE 学童 343 鳥光　結太 ﾄﾘﾐﾂ ﾕｳﾀ 小6

345 岩下　大地 ｲﾜｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 小6
347 中池　玲雄 ﾅｶｲｹ ﾚｵ 小6

6

7

8
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 岡崎竜城ＳＣ 2227 佐藤　優斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 小6

ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ 学童 2230 加藤　遼馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 小6
2229 永井　　旭 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ 小6
2228 山崎倖太朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 小6

2 イトマン西宮 2924 廣瀬　友海 ﾋﾛｾ ﾕｳ 小6
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2923 重見　拓丈 ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ 小6

2925 野村　光希 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 小5
2926 内本　　輝 ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ 小5

3 御幸ヶ原ＳＳ 328 小川　煌晟 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 325 軽部　遥哉 ｶﾙﾍﾞ ﾊﾙﾔ 小6

327 芝　　秀剛 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 小6
326 山中　颯太 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾔﾀ 小6

4 ダッシュ三条 2005 津端　宏侑 ﾂﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 小6
ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ 学童 2003 佐藤　　岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 小6

2006 伊藤　凰雅 ｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 小6
2002 清水　海里 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 小6

5 SW大教大宮東 490 小川　拓真 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 小6
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 488 北　健太郎 ｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 小6

489 中村　元喜 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 小6
491 山口　侑真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 小5

6 イトマン港北 1816 小堺　湧斗 ｺｻﾞｶｲ ﾕｳﾄ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1815 濱田　京吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小6

1818 渡邉　慶一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 小6
1817 古屋　　翼 ﾌﾙﾔ ﾂﾊﾞｻ 小6

7 ＣＡＣＳＳ 781 阿部　翔吾 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 小6
CACSS 学童 778 鈴木　大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 小6

780 柴田　琉生 ｼﾊﾞﾀ ﾙｲ 小6
779 江川　海瑠 ｴｶﾞﾜ ｶｲﾘｭｳ 小6

8
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 大野城ＳＣ 3295 熊井　悠介 ｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 小6

ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3296 山下　翔慎 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾏ 小6
3297 坂本　伊吹 ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 小6
3299 中久保翔和 ﾅｶｸﾎﾞ ﾄﾜ 小5

2 ダッシュ新津 2030 加藤　吉浩 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 小5
ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ 学童 2027 坂井　颯汰 ｻｶｲ ｿｳﾀ 小6

2029 杉山　光佑 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 小6
2028 五百川秀明 ｲﾖｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 小6

3 岐阜ＳＳ 2428 大塚　淳平 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小6
ｷﾞﾌSS 学童 2427 桐山慎太郎 ｷﾘﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 小6

2426 渡邉丞一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｲﾁ 小6
2429 中村　洸喜 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 小5

4 東川口SC 727 今村　俊太 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 小6
ﾋｶﾞｼｶﾜSC 学童 726 島田　　翼 ｼﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小6

728 今村　祐太 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 小6
729 野口　将孝 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 小6

5 イ ト マ ン 2649 高嶋　悠雅 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2646 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 小6

2650 仲道羽琉希 ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ 小5
2647 佐藤　元彦 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋｺ 小6

6 はるおか小倉 3350 戸次勇大郎 ﾍﾞｯｷ ﾕｳﾀﾛｳ 小6
ﾊﾙｵｶｺｸﾗ 学童 3352 野田　達也 ﾉﾀﾞ ﾀﾂﾔ 小6

3353 中野　椋太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 小6
3351 村上　優希 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 小6

7 コナミ五井 860 新井　陽向 ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ 小6
ｺﾅﾐｺﾞｲ 学童 862 藤川　恭輔 ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳｽｹ 小6

863 藪野　叶夢 ﾔﾌﾞﾉ ｶﾅﾄ 小5
861 鈴木　光瑠 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 小6

8 イトマン多摩 1740 佐古　大亮 ｻｺ ﾀﾞｲｽｹ 小6
ｲﾄﾏﾝﾀﾏ 学童 1742 横溝　　仁 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞﾝ 小5

1739 内野　　颯 ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ 小6
1738 北　　彪正 ｷﾀ ﾋｭｳﾏ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 金町ＳＣ 1006 横山　和士 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 小6

ｶﾅﾏﾁSC 学童 1007 成川　　諒 ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳ 小6
1008 水橋　　諒 ﾐｽﾞﾊｼ ﾏｺﾄ 小6
1009 成田　怜央 ﾅﾘﾀ ﾚｵ 小5

2 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 886 砂村　明彦 ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ 小6
ﾙ･ﾁｮｳｼ 学童 885 藤代　舜真 ﾌｼﾞｼﾛ ｷﾖﾏ 小6

888 菅井　　希 ｽｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 小5
887 砂村　光彦 ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ 小6

3 ＦーＢＩＧ 309 直井　　光 ﾅｵｲ ﾋｶﾙ 小6
F-BIG 学童 307 水沼　颯太 ﾐｽﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 小6

308 中三川侑汰 ﾅｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 小6
310 水沼　大翔 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾛﾄ 小5

4 JSS金沢駅西 2054 小浦健士朗 ｺｳﾗ ｹﾝｼﾛｳ 小6
JSSｶﾅｻﾞﾜ 学童 2053 谷村　洸星 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｾｲ 小6

2055 敦嶋　栄伍 ﾂﾙｼﾏ ｴｲｺﾞ 小6
2056 荒木淳太郎 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 小6

5 飯塚ＳＳ 3372 田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 小6
ｲｲﾂﾞｶSS 学童 3374 増田　拓真 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 小6

3371 安部優希斗 ｱﾍﾞ ﾕｷﾄ 小6
3373 千代原健太 ﾁﾖﾊﾗ ｹﾝﾀ 小6

6 スウィン北本 464 木原　汰芽 ｷﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 小6
SWｷﾀﾓﾄ 学童 462 笹井　知行 ｻｻｲ ﾄﾓﾕｷ 小6

465 中島　功揮 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 小6
463 中嶋　蓮人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾄ 小6

7 アブロス白老 34 畑　　裕陽 ﾊﾀ ﾕｳﾔ 小6
A.ｼﾗｵｲ 学童 32 門丹生遥斗 ﾓﾝﾆｭｳ ﾊﾙﾄ 小6

33 鳴海　　航 ﾅﾙﾐ ｺｳ 小6
31 渡邊　貫太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 小6

8 西那須ｲﾝﾀｰ 292 岩瀬　泰斗 ｲﾜｾ ﾀｲﾄ 小6
ﾆｼﾅｽｲﾝﾀｰ 学童 293 川原　　育 ｶﾜﾊﾗ ﾊｸﾞﾐ 小6

294 森　　勇喜 ﾓﾘ ﾕｳｷ 小6
295 福田　健太 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 柏洋・南 818 小倉　悠聖 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｾｲ 小6

ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ 学童 819 鈴木　駿介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 小6
821 蔵本　大和 ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ 小6
820 伊藤　　慧 ｲﾄｳ ｹｲ 小6

2 オーバル総社 3124 仮屋　陽貴 ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ 小6
OVALsoja 学童 3125 三宅　琉暉 ﾐﾔｹ ﾙｷ 小6

3126 岡本　　将 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 小5
3128 竹内　聖人 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ 小5

3 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1499 山口　遼大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 小6
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1501 佐野　康生 ｻﾉ ｺｳｾｲ 小6

1500 大谷　雄陽 ｵｵﾀﾆ ﾀｹﾊﾙ 小6
1502 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 小6

4 ビッグツリー 352 渡辺　真緒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 小6
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 351 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 小6

350 市川　凜久 ｲﾁｶﾜ ﾘｸ 中1
353 大橋　一心 ｵｵﾊｼ ｲｯｼﾝ 小6

5 コナミ伏見 2505 餅田凛太郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2504 柿木奏之介 ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ 小6

2507 森谷　郁海 ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ 小6
2506 川村　将大 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 小6

6 スウィン埼玉 600 二宮　多聞 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾓﾝ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 601 野本　真也 ﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ 小6

603 菅原　琉希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｷ 小6
598 川口　　開 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ古河 276 沼田　樹紀 ﾇﾏﾀ ｲﾂｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ 学童 278 須藤　凛大 ｽﾄｳ ﾘﾝﾀ 小6

279 篠﨑　龍汰 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ 小6
277 伊藤　　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 小6

8 ＯＫＳＳ 3231 鈴江　睦来 ｽｽﾞｴ ﾎﾞｸ 小6
OKSS 学童 3229 泰地　駿賛 ﾀｲﾁ ｼｭﾝｽｹ 小6

3230 佐藤　功晟 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 小6
3233 阿部　晴斗 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 小5
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 ｲﾄﾏﾝ札幌北口 46 種谷　颯太 ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ 小6

ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ 学童 47 瀬戸旺志郎 ｾﾄ ｵｳｼﾛｳ 小6
49 佐藤　光輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 小5
48 荒川　留惟 ｱﾗｶﾜ ﾙｲ 小6

2 ジャパン丸亀 3190 今井　崚雅 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ 学童 3188 安藤　由宗 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾑﾈ 小6

3187 村井　志瞳 ﾑﾗｲ ｼﾄﾞｳ 小6
3189 今井　　晃 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 小6

3 枚方ＳＳ 2792 林　　大輝 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 中1
ﾋﾗｶﾀSS 2795 上田　剣聖 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 小6

2793 伊藤　光彦 ｲﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 小6
2794 岩住宏一郎 ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 小6

4 スウィン鴻巣 636 芹澤　麗生 ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ 小5
SWｺｳﾉｽ 学童 632 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 小6

635 河野　大輔 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小5
633 齊藤　大翔 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 小6

5 あかやまＳＳ 217 恩田　康佑 ｵﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 218 中田　有友 ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ 小6

216 藤田　春輝 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ 小6
219 玉井　大聖 ﾀﾏｲ ﾀｲｾｲ 小5

6 みなとＳＳ 2314 坂本　琉耶 ｻｶﾓﾄ ﾙｶ 小6
ﾐﾅﾄSS 学童 2311 石田　隼基 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｷ 小6

2312 近藤　貫太 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 小6
2313 鈴木　皓稀 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 小6

7 コナミ五香 824 池上優太郎 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 小6
ｺﾅﾐｺﾞｺｳ 学童 825 武田虎太朗 ﾀｹﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 小6

827 梶原　慧大 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 小6
826 長村　真也 ｵｻﾑﾗ ｼﾝﾔ 小6

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1432 江川　祐生 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 小6
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1434 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 小6

1435 平岩　佑絃 ﾋﾗｲﾜ ﾕｲﾄ 小6
1433 村澤　　睦 ﾑﾗｻﾜ ﾑﾂﾐ 小6
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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. 22 男子    200m   フリーリレー   予選   7組 日本記録  1:24.51
１１～１２歳        大会記録  1:45.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 稲毛インター 803 白岩　凜恩 ｼﾗｲﾜ ﾘｵﾝ 小6

ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 806 景山　晴天 ｶｹﾞﾔﾏ ｿﾗ 小5
805 岡留　大和 ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ 小5
804 藤田　勇燈 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 小6

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1221 中村　匡希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 小6
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1220 高橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 小6

1223 西松　寛和 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 小5
1222 石井　健大 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ 小5

3 金田ＳＣ 981 田村　琉偉 ﾀﾑﾗ ﾙｲ 小6
ｶﾈﾀﾞSC 学童 980 中谷　悠空 ﾅｶﾔ ﾕｳｸ 小6

982 近藤　将允 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 小6
979 中谷　風希 ﾅｶﾔ ﾌｳｷ 小6

4 ﾙﾈｻﾝｽ両国 1315 仕黒　詠士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 小6
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 学童 1318 中村　麻那 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 小6

1317 川島　朝陽 ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ 小6
1316 中嶌　理貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 小6

5 はるおか原 3317 萬燈　祐仁 ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 小6
ﾊﾙｵｶﾊﾗ 学童 3318 井上　　真 ｲﾉｳｴ ｼﾝ 小6

3321 佐藤　圭悟 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 小5
3319 中山　晃希 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 小6

6 カワサキＳＣ 1601 西川　知希 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 小6
ｶﾜｻｷSC 学童 1598 恩田　英昭 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 小6

1599 三村　翔夢 ﾐﾑﾗ ﾄﾑ 小6
1600 丸山　雄平 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 小6

7 マリン西新井 1265 桐山　真葵 ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ 小5
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1263 三森　友晴 ﾐﾓﾘ ﾕｳｾｲ 小6

1264 川崎　永晴 ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ 小6
1262 小笠原旺聖 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｵｳｾｲ 小6

8 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1758 伊勢　空翔 ｲｾ ﾀｶﾄ 小5
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1755 渡辺　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 小6

1757 岩田健太郎 ｲﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 小5
1756 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 小5
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