
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.217 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:47.96
11～12歳            大会記録  1:58.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 ｽｳｨﾝ南越谷 753 武田　彩佑 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕ 小5
SWﾅﾝｺｼ 学童 752 一戸　真央 ｲﾁﾉﾍ ﾏｵ 小6

750 生形　由佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｶ 小6
751 古室　栞音 ｺﾑﾛ ｶﾉﾝ 小6

3 名鉄ＳＳ岩倉 2509 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 小6
ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ 学童 2511 森　　琴里 ﾓﾘ ｺﾄﾘ 小5

2512 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 小5
2510 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 小6

4 スウィン埼玉 680 柴田菜奈華 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｶ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 682 大木　茉紘 ｵｵｷ ﾏﾋﾛ 小5

681 古川　実紅 ﾌﾙｶﾜ ﾐｸ 小6
683 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 小5

5 ＪＳＳ八王子 1558 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1559 五十嵐愛依 ｲｶﾞﾗｼ ﾒｲ 小6

1562 田中　乃愛 ﾀﾅｶ ﾉｱ 小5
1560 比留間那月 ﾋﾙﾏ ﾅﾂｷ 小5

6 イトマン中村 2382 新井　智捺 ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ 小6
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 学童 2383 愛甲　美羽 ｱｲｺｳ ﾐｳ 小6

2385 鶴見奈七美 ﾂﾙﾐ ﾅﾅﾐ 小5
2384 佐藤　千景 ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ 小6

7

8
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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.217 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:47.96
11～12歳            大会記録  1:58.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 東部SS 2313 小新井佑美 ｺｱﾗｲ ﾕｳﾐ 小6

ﾄｳﾌﾞSS 学童 2314 氏家　彩乃 ｳｼﾞｲｴ ｱﾔﾉ 小6
2312 満田　はる ﾐﾂﾀﾞ ﾊﾙ 小6
2315 稲見　莉子 ｲﾅﾐ ﾘｺ 小6

2 東京ＤＣ 1193 粕谷菜々子 ｶｽﾔ ﾅﾅｺ 小6
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1197 蕪木　美希 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾐｷ 小6

1196 関口　　彩 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔ 小6
1198 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 小5

3 KONAMI一橋 1411 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 小6
ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ 学童 1408 内山梨里子 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾘｺ 小6

1410 馬場　涼奈 ﾊﾞﾊﾞ ｽｽﾞﾅ 小6
1409 花田　早希 ﾊﾅﾀﾞ ｻｷ 小6

4 KONAMI林間 1756 尾崎　友香 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｶ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1757 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 小6

1753 杉本　恵菜 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲﾅ 小6
1754 山下　はな ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ 小6

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

151 河村真結子 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕｺ 小6
150 佐藤　夏美 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 小6

6 スウィン熊谷 545 粕谷　芽生 ｶｽﾔ ﾒｲ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 546 佐藤　真由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 小6

547 吉松　亜美 ﾖｼﾏﾂ ｱﾐ 小6
548 佐々木真衣 ｻｻｷ ﾏｲ 小6

7 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1882 岩見野乃佳 ｲﾜﾐ ﾉﾉｶ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1883 美添　　澪 ﾖｼｿﾞｴ ﾐｵ 小6

1881 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 小6
1885 島崎ひかり ｼﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 小5

8 スウィン太田 473 片山　瞳愛 ｶﾀﾔﾏ ﾙｲ 小5
SWｵｵﾀ 学童 471 吉田　有沙 ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 小6

472 宇佐見莉奈 ｳｻﾐ ﾘﾅ 小6
470 久保田里菜 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 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.217 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:47.96
11～12歳            大会記録  1:58.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｽｳｨﾝ伊勢崎 408 松村卑媛綺 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 小6

SWｲｾｻｷ 学童 407 植木あかり ｳｴｷ ｱｶﾘ 小6
406 髙橋　祐香 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 小6
409 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 小5

2 三菱養和ＳＳ 1321 岸　　歩実 ｷｼ ｱﾕﾐ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1322 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 小5

1319 野口　万凜 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ 小6
1320 乾　　訓子 ｲﾇｲ ｻﾄｺ 小6

3 南光ＳＳ 1506 五十嵐万海 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾐ 小6
ﾅﾝｺｳSS 学童 1508 今泉　志保 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾎ 小6

1505 池田　安那 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 小6
1507 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 小6

4 藤村ＳＳ 1254 藤田　怜菜 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1256 納谷　夏美 ﾅﾔ ﾅﾂﾐ 小5

1252 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 小6
1255 村上　英恵 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｴ 小6

5 塚口ＳＳ 3040 上田さくら ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ 小6
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 3042 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 小6

3043 山村　真未 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ 小5
3041 入江　七海 ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ 小6

6 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ戸塚 1948 田中　莉子 ﾀﾅｶ ﾘｺ 小6
ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ 学童 1947 井ノ口茉里 ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ 小6

1945 橘　美葵子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｷｺ 小6
1946 佐藤　瑠香 ｻﾄｳ ﾙｶ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 931 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 小5
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 学童 929 高橋くるみ ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 小6

928 真如　優菜 ｼﾝﾆｮ ﾕﾅ 小6
932 江縫こなみ ｴﾇｲ ｺﾅﾐ 小5

8 マリン西新井 1366 日高　璃音 ﾋﾀﾞｶ ﾘﾈ 小6
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 学童 1365 日高　瑠音 ﾋﾀﾞｶ ﾙﾈ 小6

1368 塩入　涼葉 ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ 小6
1369 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 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.217 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:47.96
11～12歳            大会記録  1:58.67

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン彦根 2648 西窪　美里 ﾆｼｸﾎﾞ ﾐｻﾄ 小6

ｲﾄﾏﾝﾋｺﾈ 学童 2647 清水　湖舶 ｼﾐｽﾞ ｺﾊｸ 小6
2649 五味　　希 ｺﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 小6
2646 喜多　瑞希 ｷﾀ ﾐｽﾞｷ 小6

2 柏　　洋 883 湯川　水都 ﾕｶﾜ ﾐﾄ 小6
ﾊｸﾖｳｽｲﾏｰ 学童 884 杉森　百華 ｽｷﾞﾓﾘ ﾓﾓｶ 小6

886 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 小6
882 藤池　真子 ﾌｼﾞｲｹ ﾏｺ 小6

3 東武・鐘ヶ淵 1651 佐藤　泉美 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 小6
ﾄｳﾌﾞSS-K 学童 1650 寺島　麻有 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏﾕ 小6

1652 真田　杏珠 ｻﾅﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 小6
1653 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 小5

4 東京ＳＣ 1163 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 1162 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 小6

1161 伊藤さやか ｲﾄｳ ｻﾔｶ 小6
1159 ハウス英未莉 ﾊｳｽ ｴﾐﾘ 中1

5 ｲﾄﾏﾝ東伏見 1019 山田　莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 1020 土切ありさ ﾂﾁｷﾘ ｱﾘｻ 小6

1018 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 小6
1021 長島　実桜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｵ 小5

6 金町ＳＣ 1071 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1075 田口　芽依 ﾀｸﾞﾁ ﾒｲ 小6

1076 石田　叶芽 ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾒ 小6
1072 佐野　瑞歩 ｻﾉ ﾐｽﾞﾎ 小6

7 スウィン前橋 463 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 小5
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 461 高橋なつめ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ 小6

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

8 KONAMI北浦和 584 志賀　美月 ｼｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 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
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