
第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   リレー   予選   3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 枚方SS牧野 2849 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 小4

ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2850 瀧本真由佳 ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ 小4
2848 井川　　紅 ｲｶﾜ ｺｳ 小5
2851 壇　侑芽子 ﾀﾞﾝ ﾕﾒｺ 小3

2 ＪＳＳ八王子 1543 磯貝　瑞季 ｲｿｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 小4
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1545 鈴木　美琴 ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ 小4

1544 千葉　香澄 ﾁﾊﾞ ｶｽﾐ 小4
1542 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 小4

3 金町ＳＣ 1057 矢作　智里 ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1055 千田　桃果 ﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 小4

1056 石田　彩夏 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ 小4
1058 濱田　美波 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 小4

4 大阪水泳学校 2835 種村　心那 ﾀﾈﾑﾗ ｺｺﾅ 小4
OSAKA.SG 学童 2834 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 小4

2833 小林　咲陽 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾔ 小4
2832 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小4

5 ｽｳｨﾝ大宮南 659 亀井　涼子 ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ 小4
SWｵｵﾐﾔﾐﾅ 学童 660 守家　　陽 ﾓﾘﾔ ｱｷﾗ 小4

662 片岡あゆな ｶﾀｵｶ ｱﾕﾅ 小4
661 藤城　朝佳 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｻｶ 小4

6 スウィン鴻巣 668 茂木　美奈 ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ 小4
SWｺｳﾉｽ 学童 669 福島あかね ﾌｸｼﾏ ｱｶﾈ 小4

667 齋藤　瑠衣 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 小4
670 長島　里莉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾘ 小3

7 スウィン熊谷 500 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 501 井上　礼佳 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 小4

502 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 小4
503 筑井凜々子 ﾁｸｲ ﾘﾘｺ 小4
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第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   リレー   予選   3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

2組
1 ＪＳＳ立石 1107 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 小4

JSSﾀﾃｲｼ 学童 1109 伏谷　香穂 ﾌｼﾀﾆ ｶﾎ 小4
1108 中茎　実南 ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ 小4
1106 長崎　和佳 ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾄﾞｶ 小4

2 アクラブ調布 1033 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 小4
AQLUB CH 学童 1032 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 小4

1031 出口　　汀 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ 小4
1030 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 小4

3 ｽｳｨﾝ東松山 761 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 小4
SWﾋｶﾞｼﾏﾂ 学童 762 野澤　優意 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲ 小4

763 西岡　茉優 ﾆｼｵｶ ﾏﾕ 小4
760 森田　るな ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 小4

4 スウィン埼玉 651 野村　真由 ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 647 桂島　春妃 ｶﾂﾗｼﾞﾏ ﾊﾙﾋ 小4

649 斉藤　瑞穂 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 小4
650 佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 小4

5 イトマン横浜 1855 岩澤　優沙 ｲﾜｻﾜ ﾕｽﾞ 小4
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1857 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小3

1854 山口　舞花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ 小4
1856 赤塚野乃子 ｱｶﾂｶ ﾉﾉｺ 小4

6 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1603 鈴木　愛佳 ｽｽﾞｷ ｱｲｶ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 学童 1602 沢瀬　千咲 ｻﾜｾ ﾁｻ 小4

1605 伊藤　琴羽 ｲﾄｳ ｺﾄﾊ 小4
1604 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 小4

7 イトマン草津 2582 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 小4
ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ 学童 2585 木下　　晴 ｷｼﾀ ﾊﾙｶ 小4

2583 髙木　美尋 ﾀｶｷﾞ ﾐﾋﾛ 小4
2584 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 小4
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第36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・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   リレー   予選   3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

3組
1 イトマン港北 1928 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小4

ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1930 村上　心彩 ﾑﾗｶﾐ ｺｲﾛ 小4
1927 中本　蘭夢 ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ 小4
1929 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 小4

2 三菱養和ＳＳ 1290 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 小4
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1291 大谷　知佳 ｵｵﾀﾆ ﾁｶ 小4

1289 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 小4
1292 半田悠依子 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｲｺ 小4

3 スウィン越谷 695 秋山　萌歌 ｱｷﾔﾏ ﾓｴｶ 小4
SWｺｼｶﾞﾔ 学童 698 小池　唯子 ｺｲｹ ﾕｲｺ 小3

696 服部　愛音 ﾊｯﾄﾘ ｱｲﾈ 小4
697 平野心友花 ﾋﾗﾉ ﾐﾕｶ 小4

4 東京ＳＣ 1151 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1154 松野　莉子 ﾏﾂﾉ ﾘｺ 小4

1155 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 小4
1153 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 小4

5 田柄ＳＣ 1090 東後　優奈 ﾄｳｺﾞ ﾕﾅ 小4
ﾀｶﾞﾗSC 学童 1088 久保　花菜 ｸﾎﾞ ﾊﾝﾅ 小4

1091 川井　玲乃 ｶﾜｲ ﾚﾉ 小3
1089 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 小4

6 江戸川ＳＳ 984 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 小4
ｴﾄﾞｶﾞﾜSS 学童 986 柴山　夢妃 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 小4

987 石井もも子 ｲｼｲ ﾓﾓｺ 小4
985 堀　　夏葉 ﾎﾘ ﾅﾂﾊ 小4

7 藤村ＳＳ 1229 渡邉　優花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 小4
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1230 黒部　藍心 ｸﾛﾍﾞ ｱｲﾐ 小4

1228 立元　夏海 ﾀﾃﾓﾄ ﾅﾂﾐ 小4
1227 中村　羽吹 ﾅｶﾑﾗ ｳﾌﾞｷ 小4

8 名古屋ＳＣ 2349 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小3
ﾅｺﾞﾔSC 学童 2347 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 小4

2348 藤原　虹七 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾆｲﾅ 小4
2346 岩本あかり ｲﾜﾓﾄ ｱｶﾘ 小4
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