
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.215 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:47.96
10歳以下            大会記録  2:09.55

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 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 562 奥田　美玲 ｵｸﾀﾞ ﾐﾚｲ 小4
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

2 KONAMI一橋 1413 岩井　遥菜 ｲﾜｲ ﾊﾙﾅ 小4
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 学童 1414 牧　　愛海 ﾏｷ ﾏﾅﾐ 小4

1415 小林　舞実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾐ 小4
1412 横谷　詩乃 ﾖｺﾀﾆ ｼﾉ 小4

3 スウィン埼玉 687 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 688 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 小4

684 安川　星来 ﾔｽｶﾜ ｾｲﾗ 小4
686 猪越　風音 ｲﾉｺｼ ｶｻﾞﾈ 小4

4 スウィン鷲宮 711 澤原　英里 ｻﾜﾊﾗ ｴﾘ 小4
SWﾜｼﾐﾔ 学童 715 古関　郁香 ｺｾｷ ﾌﾐｶ 小4

712 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 小4
714 山木　　茜 ﾔﾏｷ ｱｶﾈ 小4

5 イ ト マ ン 2819 山中　鈴可 ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞｶ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2820 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 小3

2817 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 小4
2818 中本　光海 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾐ 小4

6 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 1293 内藤　寛果 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｶ 小4

1292 吉村　凛南 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾝﾅ 小4
1294 武田　恵奈 ﾀｹﾀﾞ ｴﾅ 小4

7 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

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

2組
1 名鉄ＳＳ刈谷 2466 大音　遼佳 ｵｵﾄ ﾊﾙｶ 小4

ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2467 長谷　愛梨 ﾊｾ ｱｲﾘ 小4
2469 池田　亜優 ｲｹﾀﾞ ｱﾕ 小3
2468 森山　美空 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ 小4

2 ｽｳｨﾝ大宮西 519 勝田　凜帆 ｶﾂﾀ ﾘﾎ 小4
SWｵｵﾐﾔﾆｼ 学童 518 三宅　海音 ﾐﾔｹ ｱﾉﾝ 小4

521 内田　茉那 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ 小3
520 川井　萌夏 ｶﾜｲ ﾓｶ 小4

3 ひらはらＳＣ 619 山本　愛実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 小4
HIRAHARA 学童 616 壹岐日南子 ｲｷ ﾋﾅｺ 小4

618 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 小4
617 古谷　早希 ﾌﾙﾔ ｻｷ 小4

4 トピレック 1180 村上　彩音 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ 小4
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1177 浅賀ひかり ｱｻｶﾞ ﾋｶﾘ 小4

1179 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小4
1176 藤島　千春 ﾌｼﾞｼﾏ ﾁﾊﾙ 小4

5 セ・ときわ台 1423 富樫　美夢 ﾄｶﾞｼ ﾐﾕ 小4
ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ 学童 1422 大久保沙紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 小4

1421 福井　友菜 ﾌｸｲ ﾕｳﾅ 小4
1425 瀧澤　妃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 小3

6 東京ＤＣ 1202 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 小3
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1201 大塚　乃愛 ｵｵﾂｶ ﾉｱ 小3

1200 鈴木　璃子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 小4
1199 大谷　　南 ｵｵﾀﾆ ﾐﾅﾐ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1961 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1962 中澤　海帆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 小4

1963 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 小4
1960 鎌田　織衣 ｶﾏﾀﾞ ｵﾘｴ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 枚方ＳＳ 2946 児島　彩乃 ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 小4

ﾋﾗｶﾀSS 学童 2943 末吉　　樹 ｽｴﾖｼ ﾐｷ 小4
2945 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 小4
2944 須崎　梨帆 ｽｻﾞｷ ﾘﾎ 小4

2 東京ＤＣ桜台 1469 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1468 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 小4

1471 髙橋　瑛美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 小3
1470 佐藤　らら ｻﾄｳ ﾗﾗ 小3

3 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

4 スウィン熊谷 552 田島　里奈 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 553 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 小4

549 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 小4
551 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小4

5 名鉄Ｓ新瀬戸 2525 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 小4
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2526 森宮　里紗 ﾓﾘﾐﾔ ﾘｻ 小4

2527 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 小4
2524 前田　香恋 ﾏｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 小4

6 田柄ＳＣ 1100 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 小4
ﾀｶﾞﾗSC 学童 1103 宮澤　まこ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺ 小3

1101 近藤　優香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 小4
1102 川井　　凜 ｶﾜｲ ﾘﾝ 小4

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

777 林　　結月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 小4
778 長嶋　夏実 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾂﾐ 小4

8 KONAMI林間 1762 村井　美月 ﾑﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1761 溝呂木舞波 ﾐｿﾞﾛｷ ﾏﾅﾐ 小4

1760 髙坂彩由実 ｺｳｻｶ ｱﾕﾐ 小4
1759 下之園瞳美 ｼﾓﾉｿﾝ ﾋﾄﾐ 小4
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