
第38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     
競泳競技                                          
東京辰巳国際水泳場                                

スタートリスト

競技No. 19 女子    200m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  1:38.76
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

2

3 塚口ＳＳ 2838 石橋　由徠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ 小4
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2840 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 小4

2839 長﨑　　葵 ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ 小4
2841 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 小4

4 ｲﾄﾏﾝ富田林 2760 大西悠莉彩 ｵｵﾆｼ ﾕﾘｱ 小4
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 学童 2758 硲　穂乃花 ﾊｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 小4

2759 加藤　未紗 ｶﾄｳ ﾐｻ 小4
2761 澤　　友美 ｻﾜ ﾄﾓﾐ 小4

5 スウィン前橋 380 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 小4
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 378 大木　陽日 ｵｵｷ ﾊﾙｶ 小4

381 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 小3
379 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 小4

6

7

8
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競技No. 19 女子    200m   フリーリレー   予選   4組   日本記録  1:38.76
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1399 河合　美紗 ｶﾜｲ ﾐｻ 小4

ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1398 福島　那菜 ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ 小4
1400 内藤　夏空 ﾅｲﾄｳ ﾅﾂﾈ 小4
1401 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 小4

2 イ ト マ ン 2613 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2612 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 小4

2614 谷川　紅葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｸﾚﾊ 小4
2615 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小3

3 枚方ＳＳ 2735 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2736 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小4

2737 谷村　帆夏 ﾀﾆﾑﾗ ﾎﾅﾂ 小4
2738 白石　彩華 ｼﾗｲｼ ｱﾔｶ 小4

4 横浜サクラ 1647 石川　伶奈 ｲｼｶﾜ ﾚｲﾅ 小3
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1646 松塚こころ ﾏﾂﾂﾞｶ ｺｺﾛ 小4

1648 森　美沙希 ﾓﾘ ﾐｻｷ 小3
1645 齋藤　　杏 ｻｲﾄｳ ｱﾝ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 1741 小山　凜世 ｺﾔﾏ ﾘｾ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 学童 1740 松本　倖侑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 小4

1739 高嶋　美羽 ﾀｶｼﾏ ﾐｳ 小5
1742 笹目　南帆 ｻｻﾒ ﾅﾎ 小4

6 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1260 坂倉　花南 ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ 小4
ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 学童 1263 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 小3

1261 小嶋　佑咲 ｺｼﾞﾏ ﾕﾗ 小4
1262 鈴木　理彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 小4

7 コナミ青葉台 1607 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小4
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1608 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小4

1609 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小4
1606 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 小4

8 ｲﾄﾏﾝひばり 2630 菅　　七海 ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ 小3
ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ 学童 2628 川口　萌夏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴｶ 小4

2629 岡田　笑佳 ｵｶﾀﾞ ｴﾐｶ 小4
2627 大和　愛佳 ﾔﾏﾄ ｱｲｶ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 991 福島　可織 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ 小4

ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ 学童 990 榎本　心奈 ｴﾉﾓﾄ ｺｺﾅ 小4
989 井ノ口莉那 ｲﾉｸﾁ ﾘﾅ 小4
992 澤　　響花 ｻﾜ ｷｮｳｶ 小4

2 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1350 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1348 古川　夏帆 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂﾎ 小4

1351 長﨑　千怜 ﾅｶﾞｻｷ ﾁｻﾄ 小4
1349 鈴木　遙夏 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小4

3 コナミ北浦和 502 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 503 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小3

501 山本有里彩 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｱ 小4
500 比嘉美南海 ﾋｶﾞ ﾐﾅﾐ 小4

4 スウィン熊谷 457 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 小5
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 460 白川緋奈乃 ｼﾗｶﾜ ﾋﾅﾉ 小4

458 藤川　夏海 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾂﾐ 小4
459 萩原　玲香 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾚｲｶ 小4

5 ｽｳｨﾝ南越谷 696 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 695 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 小4

694 中村　光来 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 小4
693 遠藤こよみ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾖﾐ 小4

6 東京ＳＣ 1063 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1067 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小3

1065 湯浅　結月 ﾕｱｻ ﾕﾂﾞｷ 小4
1066 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小3

7 スウィン足利 286 浦野菜々香 ｳﾗﾉ ﾅﾅｶ 小4
SWｱｼｶｶﾞ 学童 287 武藤和香奈 ﾑﾄｳ ﾜｶﾅ 小4

288 小嶋　里菜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 小4
289 横塚　莉奈 ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ 小4

8 ロンド東村山 1179 吉松　　華 ﾖｼﾏﾂ ﾊﾅ 小4
ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 1180 坂下　葵彩 ｻｶｼﾀ ｱｵｲ 小4

1182 斉藤　有那 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 小4
1181 栗原　優凛 ｸﾘﾊﾗ ﾕﾘﾝ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 東邦ＳＣ 2197 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 小4

ﾄｳﾎｳSC 学童 2196 荒嶋　祐佳 ｱﾗｼﾏ ﾕｳｶ 小4
2198 山口　愛華 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 小3
2195 倉知かのん ｸﾗﾁ ｶﾉﾝ 小4

2 稲毛インター 793 平岡かえで ﾋﾗｵｶ ｶｴﾃﾞ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 790 三條　蒼葉 ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ 小4

792 本郷　彩奈 ﾎﾝｺﾞｳ ｱﾔﾅ 小4
791 秋葉　月碧 ｱｷﾊﾞ ﾙｱ 小4

3 Nagatsuta.SC 1683 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 小4
ﾅｶﾞﾂﾀSC 学童 1685 亀井　理央 ｶﾒｲ ﾘｵ 小4

1686 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 小4
1684 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 小4

4 金町ＳＣ 985 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 984 鈴木　陽菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 小4

986 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小4
983 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小4

5 東部SS 2047 鈴木　月渚 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 小4
ﾄｳﾌﾞSS 学童 2046 望月　　京 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾔｺ 小4

2045 芹澤　沙奈 ｾﾘｻﾞﾜ ｻﾅ 小4
2049 水野　知香 ﾐｽﾞﾉ ﾁｶ 小4

6 周南ＳＣ 3121 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 小4
ｼｭｳﾅﾝSC 学童 3123 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 小4

3124 茅原　天音 ｶﾔﾊﾗ ｱﾏﾈ 小4
3122 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 小4

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1715 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小4
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1716 小島　奈緒 ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 小4

1714 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 小4
1717 中澤　海凪 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 小4

8 スウィン大宮 422 澁澤　亜弥 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔ 小5
SWｵｵﾐﾔ 学童 424 中野　　悠 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 小4

423 佐武　知佳 ｻﾀｹ ﾁｶ 小4
425 粕谷　寧々 ｶｽﾔ ﾈﾈ 小3
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