
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. 71 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  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ 356 丸本　　雅 ﾏﾙﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 小6
EAGLE 学童 358 岩重　有咲 ｲﾜｼｹﾞ ｱﾘｻ 小6

359 鈴木　捺衣 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｲ 小5
357 石島茉莉愛 ｲｼｼﾞﾏ ﾏﾘｱ 小6

4 チ-ム・コア 3533 木村　磨侑 ｷﾑﾗ ﾏﾕ 小5
T･ｺｱｸﾏﾓﾄ 学童 3532 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 小5

3530 中山　　葵 ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 小6
3531 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 小6

5 東京ＤＣ 1180 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 小5
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1179 大塚　乃愛 ｵｵﾂｶ ﾉｱ 小5

1178 鈴木　璃子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 小6
1181 今野凛々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 小5

6

7

8
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スタートリスト

競技No. 71 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  1:57.16

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 トピレック 1169 村上　彩音 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ 小6

ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1166 藤島　千春 ﾌｼﾞｼﾏ ﾁﾊﾙ 小6
1168 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小6
1167 浅賀ひかり ｱｻｶﾞ ﾋｶﾘ 小6

2 秋田ＡＣ 169 沢田　海音 ｻﾜﾀﾞ ﾐｵ 小6
ｱｷﾀAC 学童 173 赤間　明希 ｱｶﾏ ｱｷ 小6

171 柿崎　杏弥 ｶｷｻﾞｷ ｱﾐ 小6
170 鈴木　皓子 ｽｽﾞｷ ｺｳｺ 小6

3 コナミ天王町 1683 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 小5
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 1682 金子　　悠 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 小6

1681 石田　詩織 ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ 小6
1680 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中1

4 東京ＳＣ 1145 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1144 久保田ちひろ ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 小6

1149 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 小5
1150 荒井　　碧 ｱﾗｲ ﾐﾄﾞﾘ 小5

5 スウィン埼玉 646 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 645 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 小6

644 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 小6
643 猪越　風音 ｲﾉｺｼ ｶｻﾞﾈ 小6

6 名鉄Ｓ新瀬戸 2461 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2460 前田　香恋 ﾏｴﾀﾞ ｶﾚﾝ 小6

2463 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 小5
2462 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 小6

7 金町ＳＣ 1053 清水　　凜 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1051 水越　菜緒 ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ 小6

1052 永山　　景 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ 小6
1054 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 小5

8
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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 イトマン千葉 946 金田　彩花 ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 小6

ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ 学童 949 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 小5
948 小川　幸夏 ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ 小5
947 亀井　愛彩 ｶﾒｲ ｱﾔ 小6

2 ＪＳＳ磐田 2258 新村　りこ ｼﾝﾑﾗ ﾘｺ 小6
JSSｲﾜﾀ 学童 2260 内山　友那 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 小6

2257 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 小6
2259 松本　珠梨 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾘ 小6

3 コナミ岸和田 2822 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 小6
ｺﾅﾐｷｼﾜﾀﾞ 2823 杉谷　華歩 ｽｷﾞﾀﾆ ｶﾎ 小6

2820 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 中1
2819 長瀬　琴音 ﾅｶﾞｾ ｺﾄﾈ 中1

4 コナミ伏見 2641 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 小6
ｺﾅﾐﾌｼﾐ 学童 2643 岡村　綾乃 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 小5

2639 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 小6
2640 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 小6

5 スウィン鷲宮 681 澤原　英里 ｻﾜﾊﾗ ｴﾘ 小6
SWﾜｼﾐﾔ 学童 684 古関　郁香 ｺｾｷ ﾌﾐｶ 小6

683 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 小6
682 星　　鮎那 ﾎｼ ｱﾕﾅ 小6

6 東京DC桜台 1445 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 小6
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1447 横山　　響 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 小5

1444 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 小6
1446 佐藤　らら ｻﾄｳ ﾗﾗ 小5

7 コナミ林間 1699 村井　美月 ﾑﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 小6
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1698 溝呂木舞波 ﾐｿﾞﾛｷ ﾏﾅﾐ 小6

1697 髙坂彩由実 ｺｳｻｶ ｱﾕﾐ 小6
1695 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 小6

8 ＳＡ新城 1756 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 小6
SAｼﾝｼﾞｮｳ 学童 1755 栗田　彩未 ｸﾘﾀ ｱﾐ 小6

1754 嵯峨　万琴 ｻｶﾞ ﾏｺﾄ 小6
1753 岡澤くるみ ｵｶｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 1895 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 小6

ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 1896 中澤　海帆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 小6
1897 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 小6
1899 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 小5

2 ＦーＢＩＧ 322 行方　美祐 ﾅﾒｶﾀ ﾐﾕｳ 小6
F-BIG 学童 323 行方　悠莉 ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ 小6

321 近澤　卯菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｳﾅ 小6
324 柳田　唯花 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｲｶ 小6

3 イトマン港北 1924 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1926 岡崎　栞奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 小5

1923 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 小6
1925 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 小6

4 スウィン熊谷 497 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 496 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 小6

495 島崎　佑美 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 小6
498 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 小6

5 SW大教大宮東 517 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 小5
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 515 増田　暁葉 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾊ 小6

514 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 小6
516 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 小6

6 イ ト マ ン 2773 平野　紅莉 ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2771 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 小5

2769 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 小6
2770 中本　光海 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾐ 小6

7 名鉄ＳＳ刈谷 2395 大音　遼佳 ｵｵﾄ ﾊﾙｶ 小6
ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ 学童 2398 長谷　愛梨 ﾊｾ ｱｲﾘ 小6

2396 岡田　芹奈 ｵｶﾀﾞ ｾﾘﾅ 小6
2397 清水　夏海 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 小6

8 セ・ときわ台 1406 富樫　美夢 ﾄｶﾞｼ ﾐﾕ 小6
ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ 学童 1405 大久保沙紀 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 小6

1404 福井　友菜 ﾌｸｲ ﾕｳﾅ 小6
1407 瀧澤　妃香 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 小5
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