
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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 枚方ＳＳ 2800 嶋田　篤人 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 小3
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2797 林　　尚哉 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 小4

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

4 ヨコハマＳＣ 1585 山田　篤弥 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾔ 小4
ﾖｺﾊﾏSC 学童 1584 工藤　悟郎 ｸﾄﾞｳ ｺﾞﾛｳ 小4

1586 千葉　稜生 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ 小4
1587 相良　一颯 ｻｶﾞﾗ ｲｯｻ 小3

5 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 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
466 篠塚　孝生 ｼﾉﾂｶ ｺｳｷ 小4

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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 JSS金沢駅西 2060 奥　　已咲 ｵｸ ｲｻｷ 小4

JSSｶﾅｻﾞﾜ 学童 2059 宮本　　遥 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙ 小4
2058 右近　　紘 ｳｺﾝ ｺｳ 小4
2057 林谷　脩吾 ﾊﾔｼﾀﾆ ｼｭｳｺﾞ 小4

2 ＳＡＴ雪ヶ谷 1352 乃木　優太 ﾉｷﾞ ﾕｳﾀ 小3
SATﾕｷｶﾞﾔ 学童 1349 石田幸之輔 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 小4

1351 藪　　大翔 ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾄ 小4
1350 若泉　遙斗 ﾜｶｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4

3 金町ＳＣ 1010 石田　凌也 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1015 田口　聖空 ﾀｸﾞﾁ ｾｱ 小3

1014 吉村　朱翔 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ 小3
1012 中島　大斗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 小4

4 マリン西新井 1268 柏﨑　幹太 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾝﾀ 小4
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1266 髙橋　利駆 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 小4

1269 藤原　應佑 ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｽｹ 小3
1267 齋藤慎之介 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 小4

5 みなとＳＳ 2316 大島　佑互 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺﾞ 小4
ﾐﾅﾄSS 学童 2318 小倉　幹弘 ｵｸﾞﾗ ﾐｷﾋﾛ 小4

2317 橋本　英明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 小4
2319 菱川　　槙 ﾋｼｶﾜ ﾏｷ 小3

6 コナミ西葛西 1162 新田　慎吾 ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1163 速水　颯太 ﾊﾔﾐ ｿｳﾀ 小4

1164 幡野慎太郎 ﾊﾀﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 小3
1161 伊東　和輝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 小4

7 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 1425 櫻井　俊作 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ 小4
ｾ･ﾐﾅﾐｾﾝ 学童 1426 米山　研明 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ 小4

1427 児玉　裕太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 小4
1428 村上　央雅 ﾑﾗｶﾐ ｵｳｶﾞ 小3

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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 844 鈴木　優羅 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 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
843 田嶋　直志 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ 小4

2 イトマン港北 1823 高木　康友 ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ 小3
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1822 小笠原侑海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ 小4

1825 田中　　駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 小3
1821 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 小4

3 スウィン鷲宮 647 佐藤　洸稀 ｻﾄｳ ｺｳｷ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 650 染谷　涼太 ｿﾒﾔ ﾘｮｳﾀ 小4

649 岩見　俊祐 ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ 小4
651 岩下　佑真 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ 小3

4 スウィン加須 555 園田　陽大 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ 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
554 野村　蒼空 ﾉﾑﾗ ｿﾗ 小4

5 東京ＤＣ桜台 1367 安田　郁哉 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾔ 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
1370 梶　　良介 ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小4

6 秋田ＡＣ 154 鈴木　大斗 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 小4
ｱｷﾀAC 学童 153 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 小4

152 土田　瑛心 ﾂﾁﾀﾞ ｴｲｼﾝ 小4
156 土田　朝陽 ﾂﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 小4

7 コナミ北浦和 508 鎌田　諒吾 ｶﾏﾀ ﾘｮｳｺﾞ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 509 大野　悠真 ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 小4

511 小川　翔慎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小2
507 前田　智也 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ富士見台 1485 飯島　瑛太 ｲｲｼﾞﾏ ｴｲﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ 学童 1486 大岩真海羽 ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ 小3

1484 天野　太喜 ｱﾏﾉ ﾀｲｷ 小4
1487 姫野　修旗 ﾋﾒﾉ ｼｭｳｷ 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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ＫＳＧミドリ 3146 柴村　悠真 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ 小4

KSGﾐﾄﾞﾘ 学童 3147 望月　雄斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 小4
3145 瀬尾日々輝 ｾｵ ﾋﾋﾞｷ 小4
3148 津江　優太 ﾂｴ ﾕｳﾀ 小4

2 東京ＳＣ 1077 佐久間　惺 ｻｸﾏ ｼｮｳ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1079 佐藤克之輔 ｻﾄｳ ｶﾂﾉｽｹ 小4

1076 鳴島　礼朗 ﾅﾙｼﾏ ﾚｵ 小4
1078 千葉　楓真 ﾁﾊﾞ ﾌｳﾏ 小4

3 スウィン埼玉 606 坂蓋丈太朗 ｻｶﾌﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 608 森　　翔大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 小3

605 細沼　弘輔 ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ 小4
609 西上　聡汰 ﾆｼｶﾐ ｿｳﾀ 小3

4 あかやまＳＳ 223 伏木　和輝 ﾌｾｷﾞ ｶｽﾞｷ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 220 津田　康平 ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小4

221 大野　心聖 ｵｵﾉ ｷﾖﾏ 小4
222 深野　永大 ﾌｶﾉ ｴｲﾀ 小4

5 イトマン堺 2752 花谷　奏汰 ﾊﾅﾀﾆ ｶﾅﾀ 小4
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2749 丹治　龍亮 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小4

2751 渕上　大輔 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 小4
2753 花井　脩大 ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ 小3

6 スウィン熊谷 473 炭谷　　律 ｽﾐﾀﾆ ﾘﾂ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 476 河原　大輝 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 小4

475 古屋　憲佑 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾋﾛ 小4
474 石井　浩樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1440 日野　耕輔 ﾋﾉ ｺｳｽｹ 小3
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1437 阿部　　響 ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 小4

1438 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 小4
1439 榊　　恵介 ｻｶｷ ｹｲｽｹ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1683 石井　晴天 ｲｼｲ ﾊﾙﾄ 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

1680 川井　健洋 ｶﾜｲ ﾀｹﾋﾛ 小4
1682 吉澤　凛夢 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾑ 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. 70 男子    200m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  1:32.62
１０歳以下          大会記録  2:08.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＫＴＶ豊中 2703 木村　佳華 ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 小4

KTVﾄﾖﾅｶ 学童 2701 西口　直輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ 小4
2700 池浦　光汰 ｲｹｳﾗ ｺｳﾀ 小4
2702 川﨑成一郎 ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 小4

2 東急たまがわ 1280 伊藤　瑠海 ｲﾄｳ ﾙｲ 小4
Tﾀﾏｶﾞﾜ 学童 1279 原見　陽向 ﾊﾗﾐ ﾋﾅﾀ 小4

1282 山田　陽輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 小4
1281 中村　賢太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 小4

3 イ ト マ ン 2653 泉　　陽一 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2656 小郷　佑陽 ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ 小3

2654 後藤　晃太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 小4
2652 尾関　隼人 ｵｾﾞｷ ﾊﾔﾄ 小4

4 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 1702 阿部　力樹 ｱﾍﾞ ﾘｷ 小4

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

5 イトマン京都 2549 齊藤　修士 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2548 小西　崚太 ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀ 小4

2552 中村　啓将 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 小4
2554 大西　雄斗 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 小3

6 スウィン大宮 430 井上　諒哉 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 小3
SWｵｵﾐﾔ 学童 428 福田　琢磨 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 小4

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

7 柏洋・江 棄権
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 966 白坂　親正 ｼﾗｻｶ ﾁｶﾏｻ 小4
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 964 板垣　　慶 ｲﾀｶﾞｷ ｹｲ 小4

965 長谷川晄央 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｵ 小4
967 西田　達貴 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 小3
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