
第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 イトマン東京 1514 高村　　陽 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1529 木村　理絵 ｷﾑﾗ ﾘｴ 小5

1527 平澤智菜実 ﾋﾗｻﾜ ﾁﾅﾐ 小6
1523 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 小6

3 みなとＳＳ 2595 石川　翔子 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺ 小6
ﾐﾅﾄSS 学童 2594 深川　菜月 ﾌｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 小6

2590 加納　衣舞 ｶﾉｳ ｲﾌﾞ 小5
2597 猪飼　真夕 ｲｶｲ ﾏﾕ 小6

4 コナミ西葛西 1442 椿原　愛彩 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｱﾔ 小5
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1436 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 小6

1427 伊東　里歩 ｲﾄｳ ﾘﾎ 小6
1447 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 小5

5 大野城ＳＣ 3502 深町　朱里 ﾌｶﾏﾁ ｱｶﾘ 小5
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3506 廣重実加理 ﾋﾛｼｹﾞ ﾐｶﾘ 小5

3501 高田　菜摘 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 小5
3504 冨永　瑞穂 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞﾎ 小6

6 コナミ林間 1839 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 小5
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1844 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 小6

1832 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 小5
1830 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 小5

7 イトマン江坂 2898 岡本　歩優 ｵｶﾓﾄ ｱﾕ 小6
ｲﾄﾏﾝｴｻｶ 学童 2899 前川なつみ ﾏｴｶﾜ ﾅﾂﾐ 小6

2897 森下菜々子 ﾓﾘｼﾀ ﾅﾅｺ 小6
2896 井口　稚子 ｲﾉｸﾞﾁ ﾜｶｺ 小6

8

Page: 1/7 Printing: 2006/03/29 13:51:08

加　盟

福  岡

神奈川

大  阪

東  京

愛  知

東  京



第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ＨＰかめだ 2332 久代　美波 ｸｼﾛ ﾐﾅﾐ 小6

HPｶﾒﾀﾞ 学童 2331 阿部　唯希 ｱﾍﾞ ﾕｷ 小6
2334 大澤　真実 ｵｵｻﾜ ﾏﾅﾐ 小6
2335 内山　未幸 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾕｷ 小6

2 平針ＳＳ 2620 中村　智香 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 小6
ﾋﾗﾊﾞﾘSS 学童 2623 富田　志織 ﾄﾐﾀ ｼｵﾘ 小6

2622 播磨　季美 ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ 小6
2621 湯浅　杏梨 ﾕｱｻ ｱﾝﾘ 小6

3 ＪＳＳ長岡 2282 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 小6
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 2285 田　　佑美 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾐ 小6

2278 宮腰　美里 ﾐﾔｺｼ ﾐｻﾄ 小6
2280 五十嵐柚里 ｲｶﾗｼ ﾕｳﾘ 小6

4 協栄ＳＣ町田 1568 白井　沙菜 ｼﾗｲ ｻﾅ 小6
ｷｮｳｴｲSC 学童 1571 奥秋　李果 ｵｸｱｷ ﾘｶ 小6

1570 木村　成美 ｷﾑﾗ ﾅﾙﾐ 小6
1572 三沢　　恵 ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 小5

5 イトマン札幌 55 木村あいり ｷﾑﾗ ｱｲﾘ 小6
ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 学童 43 吉田　安那 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ 小5

56 野沢　美里 ﾉｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小6
45 吉田ちひろ ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小6

6 鶴岡ＳＣ 290 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 小6
ﾂﾙｵｶｽｲﾑｸ 学童 282 和田　榛奈 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ 小6

283 伊藤奈瑠美 ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 小6
278 粕谷　凪々 ｶｽﾔ ﾅﾅ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 1099 杉原　香穂 ｽｷﾞﾊﾗ ｶﾎ 小6
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 1098 紫藤あづみ ｼﾄｳ ｱﾂﾞﾐ 小6

1095 岡田真由子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕｺ 小6
1104 中川　彩花 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ 小6

8 枚方ＳＳ 2963 三條　里奈 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2946 佐藤　穂香 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 小6

2964 伊藤　加奈 ｲﾄｳ ｶﾅ 小6
2945 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 小5
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第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン千葉 1184 真田　祥帆 ｻﾅﾀﾞ ｻﾁﾎ 小6

ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ 学童 1185 泉　　衣香 ｲｽﾞﾐ ｷﾇｶ 小6
1182 岡村　真理 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘ 小6
1186 堀江　菜々 ﾎﾘｴ ﾅﾅ 小5

2 甲府ＳＳ 2208 鮫田　　萌 ｻﾒﾀ ﾓｴ 小5
ｺｳﾌSS 学童 2221 白須真利亜 ｼﾗｽ ﾏﾘｱ 小6

2220 馬場　紅果 ﾊﾞﾊﾞ ｸﾚｶ 小6
2209 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 小6

3 ＮＩＳＰＯ 3045 梶　　真子 ｶｼﾞ ﾏｺ 小6
NISPO 学童 3049 片岡　菜摘 ｶﾀｵｶ ﾅﾂﾐ 小6

3051 木村　千穂 ｷﾑﾗ ﾁﾎ 小6
3048 島田　佳奈 ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1213 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 中1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 1218 中嶋　理乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾉ 小5

1215 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 小5
1220 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 小6

5 秋田ＡＣ 250 鹿糠　志帆 ｶﾇｶ ｼﾎ 小6
ｱｷﾀAC 学童 255 池本　風香 ｲｹﾓﾄ ﾌｳｶ 小6

247 加賀　晏瑞 ｶｶﾞ ｱｽﾞﾐ 小6
246 井上　未来 ｲﾉｳｴ ﾐｸ 小6

6 田柄ＳＣ 1308 佐藤優里佳 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 小5
ﾀｶﾞﾗSC 学童 1309 上野　愛英 ｳｴﾉ ﾖｼｴ 小6

1297 菅谷　麻那 ｽｶﾞﾔ ﾏﾅ 小6
1301 明石　祐乃 ｱｶｼ ﾕｳﾉ 小6

7 御幸ヶ原ＳＳ 466 徐　　英巳 ｼﾞｮ ｴｲﾐ 小6
ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｴ 学童 475 塚原　成美 ﾂｶﾊﾗ ﾅﾙﾐ 小6

463 寺﨑　美波 ﾃﾗｻｷ ﾐﾅﾐ 小6
469 上野　優希 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 小6

8 アカデミ石巻 225 鈴木　梨恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 小6
ｱｶﾃﾞﾐｲｼ 学童 219 阿部　彩果 ｱﾍﾞ ｻｲｶ 小6

223 佐藤　真鈴 ｻﾄｳ ﾏﾘﾝ 小6
220 阿部　実央 ｱﾍﾞ ﾐｵ 小6
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第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 金町ＳＣ 1265 島田　彩希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 小6

ｶﾅﾏﾁSC 学童 1251 小倉　千裕 ｵｸﾞﾗ ﾁﾋﾛ 小6
1259 青海　帆夏 ｱｵﾐ ﾎﾅﾂ 小6
1270 矢島永梨奈 ﾔｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1612 佐粧　彩海 ｻｼｮｳ ｱﾔｶ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1610 遠山　舞子 ﾄｵﾔﾏ ﾏｲｺ 小5

1613 山田　星子 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺ 小5
1615 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 小5

3 イトマン大宮 635 丸谷　法子 ﾏﾙﾔ ﾉﾘｺ 小6
ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 学童 648 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 小5

640 細川　　舞 ﾎｿｶﾜ ﾏｲ 小5
645 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 小5

4 SPﾎｳﾄｸ左近山 2059 大谷　彩香 ｵｵﾀﾆ ｻﾔｶ 小6
SPﾎｳﾄｸｻｺ 学童 2056 紙崎　実晴 ｶﾐｻｷ ﾐﾊﾙ 小6

2058 斉藤　有紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 小5
2054 熊沢　綾乃 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 小5

5 イトマン館林 551 中野　令菜 ﾅｶﾉ ﾚﾅ 小5
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 543 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 小6

558 平野　　舞 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 小5
554 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 小5

6 コナミ新座 724 服部　桃子 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾓｺ 小6
ｺﾅﾐﾆｲｻﾞ 学童 719 岡田　伊代 ｵｶﾀﾞ ｲﾖ 小5

721 村山　志乃 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾉ 小5
720 黒川　真妃 ｸﾛｶﾜ ﾏｷ 小6

7 サンマリーン 2295 中川　メイ ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 小6
ｻﾝﾏﾘｰﾝ 学童 2294 早川　聖那 ﾊﾔｶﾜ ｾｲﾅ 小6

2290 佐野　まり ｻﾉ ﾏﾘ 小6
2292 星野　莉奈 ﾎｼﾉ ﾘﾅ 小5

8 イトマン函館 82 西川　夏海 ﾆｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 小5
ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ 学童 76 丸山あゆみ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾐ 小6

79 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 小6
72 永田　友理 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾘ 小6
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第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ＭＹＳ名学院 2562 福井友理菜 ﾌｸｲ ﾕﾘﾅ 小6

MYSﾅｺﾞﾔ 学童 2552 岡島　伶実 ｵｶｼﾞﾏ ﾚﾐ 小6
2555 栗本　真希 ｸﾘﾓﾄ ﾏｷ 小6
2557 三輪　真以 ﾐﾜ ﾏｲ 小6

2 田園ＳＳ 1904 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 小6
ﾃﾞﾝｴﾝSS 学童 1900 岩崎　彩香 ｲﾜｻｷ ｱﾔｶ 小6

1901 浅田　　瞳 ｱｻﾀﾞ ﾋﾄﾐ 小6
1905 谷内　桃子 ﾀﾆｳﾁ ﾓﾓｺ 小5

3 イトマン西神 3152 竹田　晴香 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 小5
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 3147 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ 小6

3151 赤間江里佳 ｱｶﾏ ｴﾘｶ 小6
3148 岡本千代恵 ｵｶﾓﾄ ﾁﾖｴ 小6

4 東京ＳＣ 1346 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1342 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 小6

1345 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小6
1366 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 小5

5 イトマン向山 188 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 小6
ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ 学童 183 野口恵玲永 ﾉｸﾞﾁ ｴﾚﾅ 小5

189 三浦菜穂子 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 小6
199 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 小6

6 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2126 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 小6
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2143 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 小5

2129 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 小5
2140 池田　　茜 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 小6

7 柏洋・柏 1062 竹内　澪菜 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾅ 小6
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 学童 1057 森谷　　史 ﾓﾘﾔ ﾌﾐ 小6

1059 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 小5
1066 和田真由香 ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ 小6

8 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 2011 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 学童 2023 服部　渚沙 ﾊｯﾄﾘ ﾅｷﾞｻ 小5

2025 毛利侑理子 ﾓｳﾘ ﾕﾘｺ 小5
2013 後藤　晴奈 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ 小6
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第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 後楽園調布 1601 遠山　美穂 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾎ 小6

ｺｳﾗｸｴﾝSS 学童 1603 西村　　希 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小6
1605 石川　結葵 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 小6
1608 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 小6

2 マコトSC双葉 3454 別府　美咲 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾐｻｷ 小6
ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ 学童 3452 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 小5

3448 越智　美奈 ｵﾁ ﾐﾅ 小6
3450 小野　夢奈 ｵﾉ ﾕﾒﾅ 小6

3 国見ＳＣ 208 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 小6
ｸﾆﾐｽｲﾐﾝｸ 学童 205 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 小6

204 安田　華子 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｺ 小6
206 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 小6

4 Ｓアカデミ－ 1920 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 小5
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 学童 1919 石原　旭樹 ｲｼﾊﾗ ｱｻｷ 小6

1916 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 小6
1917 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 小5

5 ユアー蕨 915 笹川菜々美 ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 小5
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 918 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 小5

919 大森　愛子 ｵｵﾓﾘ ｱｲｺ 小5
917 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小6

6 ＪＳＳ宝塚 3089 山口　亜也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ 小6
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3085 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 小5

3087 岩井　亜夢 ｲﾜｲ ｱﾑ 小5
3082 武知　風花 ﾀｹﾁ ﾌｳｶ 小6

7 新水協 2310 上野　祥加 ｳｴﾉ ﾔｽｶ 小6
ｼﾝｽｲｷｮｳ 学童 2307 井上さやか ｲﾉｳｴ ｻﾔｶ 小6

2309 主藤　美樹 ｽﾄｳ ﾐｷ 小6
2311 長谷川ちか子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｶｺ 小6

8 カワサキＳＣ 1880 門井　朱幸 ｶﾄﾞｲ ｱｶﾈ 小6
ｶﾜｻｷSC 学童 1870 安藤　麗香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ 小5

1872 坂井　実華 ｻｶｲ ﾐｶ 小6
1875 渋谷　佳澄 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾐ 小5
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第28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.137 女子    200m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  1:52.51
11～12歳            大会記録  2:00.29

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 イトマン鯱 2461 滝澤穂乃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 小5

ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2460 浅井　　桃 ｱｻｲ ﾓﾓ 小6
2457 三田さつき ﾐﾀ ｻﾂｷ 小6
2462 都築　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 小5

2 イトマン川西 3041 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 小6
ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ 学童 3042 馬場　宏子 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ 小6

3040 大町香菜子 ｵｵﾏﾁ ｶﾅｺ 小6
3039 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 小6

3 ﾙﾈｻﾝｽ札幌 21 大森　愛弓 ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾐ 小6
ﾙ･ﾋﾗｷﾞｼ 学童 15 三重野花菜 ﾐｴﾉ ｶﾅ 小6

18 上田　　翼 ｳｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小6
20 船水　風花 ﾌﾈﾐｽﾞ ﾌｳｶ 小6

4 ル・土気 1040 富安　理嘉 ﾄﾐﾔｽ ﾘｶ 小6
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1041 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 小6

1028 稲葉沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 小6
1035 星見　友紀 ﾎｼﾐ ﾕｷ 小6

5 イトマン埼玉 829 小野里綾子 ｵﾉｻﾞﾄ ｱﾔｺ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 学童 836 竹内　麻佑 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕ 小6

837 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 小6
831 青木香寿子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 小5

6 かしまＡＺ 1694 吉田美香子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶｺ 小6
ｶｼﾏAZ 学童 1701 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 小5

1714 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 小5
1707 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 小5

7 リーズAC 2927 藤田　至帆 ﾌｼﾞﾀ ｼﾎ 小6
ﾘｰｽﾞAC 学童 2925 今村　綾華 ｲﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 小6

2928 高橋　里実 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 小6
2929 広瀬　未来 ﾋﾛｾ ﾐﾗｲ 小6

8 イトマン大教 698 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 小5
ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 704 藤本　麻雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 小5

694 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 小5
705 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 小5
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