
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.157 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:40.13
11～12歳            大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 KONAMI北浦和 583 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 小5

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 581 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 小5
582 古川　彩夏 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔｶ 小5
580 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小6

2 KONAMI青葉台 1867 菅沼　　楓 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｴﾃﾞ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1869 日木　ソマ ﾋｷ ｿﾏ 小5

1868 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 小5
1866 青嶋　涼佳 ｱｵｼﾏ ｽｽﾞｶ 小6

3 ｽｳｨﾝ南越谷 752 一戸　真央 ｲﾁﾉﾍ ﾏｵ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 750 生形　由佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｶ 小6

753 武田　彩佑 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕ 小5
751 古室　栞音 ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ 小6

4 ＪＳＳ宝塚 3086 浅井　かえ ｱｻｲ ｶｴ 小6
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3087 浅井　えみ ｱｻｲ ｴﾐ 小6

3089 荻野　亜美 ｵｷﾞﾉ ｱﾐ 小5
3088 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 小6

5 藤村ＳＳ 1255 村上　英恵 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｴ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1252 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 小6

1253 三浦　七海 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 小6
1251 田中　美優 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 小6

6 塚口ＳＳ 3043 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 小5
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 3041 入江　七海 ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ 小6

3040 上田さくら ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ 小6
3042 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 小6

7 三菱養和ＳＳ 1320 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1325 山口　知奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅ 小5

1323 清原　　円 ｷﾖﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 小5
1319 野口　万凜 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ 小6
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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.157 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:40.13
11～12歳            大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 932 江縫こなみ ｴﾇｲ ｺﾅﾐ 小5

ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 930 飯干　奈菜 ｲｲﾎｼ ﾅﾅ 小6
931 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 小5
928 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 小6

2 柏　　洋 882 藤池　真子 ﾌｼﾞｲｹ ﾏｺ 小6
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 学童 883 湯川　水都 ﾕｶﾜ ﾐﾄ 小6

885 高川　　楓 ﾀｶｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 小6
886 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 小6

3 ＳＡシーナ 79 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 小6
SAｼｰﾅ 学童 77 森川穂乃花 ﾓﾘｶﾜ ﾎﾉｶ 小6

80 石井　利歩 ｲｼｲ ﾘﾎ 小6
78 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 小6

4 KONAMI林間 1755 下之園優香 ｼﾓﾉｿﾝ ﾕｳｶ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1754 山下　はな ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ 小6

1753 杉本　恵菜 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲﾅ 小6
1758 井上　果林 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 小5

5 金町ＳＣ 1071 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1077 發地　優花 ﾎｯﾁ ﾕｳｶ 小5

1074 平井　満彩 ﾋﾗｲ ﾏｱﾔ 小6
1072 佐野　瑞歩 ｻﾉ ﾐｽﾞﾎ 小6

6 ｲﾄﾏﾝ長命ヶ丘 154 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 小6
ｲﾄﾏﾝﾁｮｳﾒ 学童 152 永作　　梓 ﾅｶﾞｻｸ ｱｽﾞｻ 小6

153 一条　遥奈 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾊﾙﾅ 小6
151 河村真結子 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕｺ 小6

7 東部SS 2315 稲見　莉子 ｲﾅﾐ ﾘｺ 小6
ﾄｳﾌﾞSS 学童 2314 氏家　彩乃 ｳｼﾞｲｴ ｱﾔﾉ 小6

2313 小新井佑美 ｺｱﾗｲ ﾕｳﾐ 小6
2312 満田　はる ﾐﾂﾀﾞ ﾊﾙ 小6
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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.157 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:40.13
11～12歳            大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 かしまＡＺ 1577 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 小6

ｶｼﾏAZ 学童 1576 伊藤　玲香 ｲﾄｳ ﾚｲｶ 小6
1575 岩楯　美咲 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐｻｷ 小6
1578 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 小5

2 SW大教大宮東 558 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 小6
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 557 神津　春佳 ｺｳﾂﾞ ﾊﾙｶ 小6

560 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 小5
559 大村　華乃 ｵｵﾑﾗ ﾊﾅ 小6

3 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1883 美添　　澪 ﾖｼｿﾞｴ ﾐｵ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1881 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 小6

1882 岩見野乃佳 ｲﾜﾐ ﾉﾉｶ 小6
1884 山川　樹里 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾘ 小5

4 東京ＳＣ 1159 ハウス英未莉 ﾊｳｽ ｴﾐﾘ 中1
ﾄｳｷｮｳSC 1161 伊藤さやか ｲﾄｳ ｻﾔｶ 小6

1163 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 小6
1162 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 小6

5 南光ＳＳ 1507 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 小6
ﾅﾝｺｳSS 学童 1505 池田　安那 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 小6

1506 五十嵐万海 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾐ 小6
1508 今泉　志保 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ 小6

6 スウィン前橋 461 高橋なつめ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 462 髙橋いづみ ﾀｶﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 小6

464 藤倉　藍音 ﾌｼﾞｸﾗ ｱｲﾈ 小5
463 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 小5

7 あかやまＳＳ 305 小泉　　瞳 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 304 栗林　優季 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 小6

307 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 小5
306 江原　朱音 ｴﾊﾗ ｱｶﾈ 小6

8 東川口SC 768 佐藤　瑞帆 ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 小6
ﾋｶﾞｼｶﾜSC 学童 769 小宮　伊織 ｺﾐﾔ ｲｵﾘ 小6

770 松本　希咲 ﾏﾂﾓﾄ ｷｻｷ 小6
771 田中　利佳 ﾀﾅｶ ﾘｶ 小6
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