
第34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     
                                                  
東京・東京辰巳国際水泳場                          

スタートリスト

競技No.155 女子    200m   リレー   予選   4組 日本記録  1:40.13
10歳以下            大会記録  1:57.18

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ニスポ小野 3158 阿部いぶき ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ 小4
ﾆｽﾎﾟ ｵﾉ 学童 3157 浜中　昭佑 ﾊﾏﾅｶ ｱﾕ 小4

3156 増田　夏海 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ 小4
3155 山田　愛実 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 小4

4 KONAMI西葛西 1291 小田　萌香 ｵﾀﾞ ﾓｴｶ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1294 武田　恵奈 ﾀｹﾀﾞ ｴﾅ 小4

1292 吉村　凛南 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾝﾅ 小4
1293 内藤　寛果 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｶ 小4

5 RIDGEND 780 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 小4
RIDGEND 学童 779 川合　鼓乃 ｶﾜｲ ｺﾉ 小4

777 林　　結月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 小4
781 武井　柚月 ﾀｹｲ ﾕｽﾞ 小3

6

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 かしまＡＺ 1582 髙橋　　舞 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 小4

ｶｼﾏAZ 学童 1581 玉置　寧々 ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ 小4
1580 久下沼和歌菜 ｸｹﾞﾇﾏ ﾜｶﾅ 小4
1583 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 小3

2 スウィン北本 530 安藤　舞佳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 小4
SWｷﾀﾓﾄ 学童 533 富岡　瑠々 ﾄﾐｵｶ ﾙﾙ 小3

531 川嶋　梨乃 ｶﾜｼﾏ ﾘﾉ 小4
532 長谷川怜音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾈ 小4

3 名鉄Ｓ新瀬戸 2524 前田　香恋 ﾏｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2525 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 小4

2528 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 小3
2527 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 小4

4 KONAMI洋光台 1892 桝渕あゆり ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ 小4
ｺﾅﾐﾖｳｺｳ 学童 1895 工藤　響子 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 小4

1894 上野　真穂 ｳｴﾉ ﾏﾎ 小4
1893 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 小4

5 KONAMI岸和田 2884 長瀬　琴音 ﾅｶﾞｾ ｺﾄﾈ 小5
ｺﾅﾐｷｼﾜﾀﾞ 学童 2886 走　　怜奈 ﾊｼﾘ ﾚｲﾅ 小4

2885 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 小5
2887 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 小4

6 スウィン深谷 589 遠藤　千砂 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻ 小4
SWﾌｶﾔ 学童 590 舟橋　祐美 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕﾐ 小4

592 須藤　美月 ｽﾄｳ ﾐｽﾞｷ 小4
591 桑原　　鈴 ｸﾜﾊﾗ ｽｽﾞ 小4

7 東川口SC 772 緑川　瑠流 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾙﾙ 小4
ﾋｶﾞｼｶﾜSC 学童 773 佐久間亜未 ｻｸﾏ ｱﾐ 小4

775 筏井　香乃 ｲｶﾀﾞｲ ｶﾉ 小3
774 松島　優希 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 小3

8 RSCｴﾑﾃｯｸ 2298 渡辺　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 小4
RSCｴﾑﾃｯｸ 学童 2297 渡辺　絵理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 小4

2296 矢口暖々香 ﾔｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 小4
2299 桑原　茉実 ｸﾜﾊﾗ ﾏﾐ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 セ・ときわ台 1425 瀧澤　妃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 小3

ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ 学童 1421 福井　友菜 ﾌｸｲ ﾕｳﾅ 小4
1423 富樫　美夢 ﾄｶﾞｼ ﾐﾕ 小4
1422 大久保沙紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 小4

2 ｽｳｨﾝ大宮西 521 内田　茉那 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ 小3
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 519 勝田　凜帆 ｶﾂﾀ ﾘﾎ 小4

518 三宅　海音 ﾐﾔｹ ｱﾉﾝ 小4
520 川井　萌夏 ｶﾜｲ ﾓｶ 小4

3 スウィン埼玉 690 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 小3
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 689 湯浅　美乃 ﾕｱｻ ﾖｼﾉ 小4

685 上　ありす ｶﾐ ｱﾘｽ 小4
687 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 小4

4 ＦーＢＩＧ 353 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 小4
F-BIG 学童 354 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 小4

352 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 小4
355 柳田　唯花 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｲｶ 小4

5 イ ト マ ン 2817 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2816 田中　瑠夏 ﾀﾅｶ ﾙｶ 小4

2820 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 小3
2818 中本　光海 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾐ 小4

6 東京ＳＣ 1167 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1169 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 小3

1168 新保　美蘭 ｼﾝﾎﾞ ﾐﾗﾝ 小4
1166 山科　妙史 ﾔﾏｼﾅ ﾀｴﾐ 小4

7 SW大教大宮東 561 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 小4
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 564 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 小4

563 増田　暁葉 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾊ 小4
565 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 小3

8 ＢＳ東京 1600 高木ひかり ﾀｶｷﾞ ﾋｶﾘ 小3
BSﾄｳｷｮｳ 学童 1601 中橋　祐稀 ﾅｶﾊｼ ﾕｳｷ 小3

1598 仙石　葉奈 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅ 小4
1599 加藤　未悠 ｶﾄｳ ﾐﾕ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 KONAMI伏見 2693 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 小4

ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2696 坪倉　楓夏 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾌｳｶ 小3
2695 岡村　綾乃 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 小3
2694 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 小4

2 KONAMI林間 1761 溝呂木舞波 ﾐｿﾞﾛｷ ﾏﾅﾐ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1760 髙坂彩由実 ｺｳｻｶ ｱﾕﾐ 小4

1763 猪田明日香 ｲﾉﾀﾞ ｱｽｶ 小4
1759 下之園瞳美 ｼﾓﾉｿﾝ ﾋﾄﾐ 小4

3 スウィン大教 650 音喜多七心 ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ 小4
SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 649 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 小4

652 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 小3
651 石井結衣菜 ｲｼｲ ﾕｲﾅ 小4

4 スウィン熊谷 553 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 549 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 小4

552 田島　里奈 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 小4
551 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小4

5 ｽｳｨﾝ南越谷 754 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 757 平原ここの ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾉ 小3

756 佐藤　未桜 ｻﾄｳ ﾐｵ 小4
755 野口　陽菜 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅ 小4

6 スウィン鷲宮 712 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 711 澤原　英里 ｻﾜﾊﾗ ｴﾘ 小4

714 山木　　茜 ﾔﾏｷ ｱｶﾈ 小4
713 浜田穂乃香 ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 小4

7 KONAMI青葉台 1870 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1871 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 小4

1872 香月　夕奈 ｶﾂｷ ﾕｳﾅ 小4
1873 加藤菜乃香 ｶﾄｳ ﾅﾉｶ 小3

8 トピレック 1177 浅賀ひかり ｱｻｶﾞ ﾋｶﾘ 小4
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1178 左近司侑樹 ｻｺﾝｼﾞ ﾕｳｷ 小4

1180 村上　彩音 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ 小4
1179 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小4
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