
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. 21 女子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:38.76
１１～１２歳          大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 スウィン足利 285 中家　花怜 ﾅｶｲｴ ｶﾚﾝ 小5
SWｱｼｶｶﾞ 学童 282 増山　莉果 ﾏｽﾔﾏ ﾘｶ 小6

284 杵渕　知聖 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾁｻﾄ 小5
283 横塚　　葵 ﾖｺﾂﾞｶ ｱｵｲ 小6

4 イトマン横浜 1669 岩澤　優沙 ｲﾜｻﾜ ﾕｽﾞ 小6
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1670 赤塚野乃子 ｱｶﾂｶ ﾉﾉｺ 小6

1668 山口　舞花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ 小6
1671 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小5

5 名鉄Ｓ新瀬戸 2290 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 小6
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 学童 2291 佐藤　里帆 ｻﾄｳ ﾘﾎ 小5

2293 久保田純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 小5
2292 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 小5

6 コナミ北浦和 498 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小5
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 499 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 小5

496 青山　　舞 ｱｵﾔﾏ ﾏｲ 小6
495 石橋　彩愛 ｲｼﾊﾞｼ ｻｲｱ 小6

7

8
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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. 21 女子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:38.76
１１～１２歳          大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 761 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 小5

ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 760 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 小5
758 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 小6
759 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 小6

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1221 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 小5
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1220 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 小6

1219 阿部　恋奈 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 小6
1218 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 1452 伊藤　琴羽 ｲﾄｳ ｺﾄﾊ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ 学童 1449 徳永　香鈴 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾘﾝ 小6

1450 沢瀬　千咲 ｻﾜｾ ﾁｻ 小6
1451 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 小6

4 イ ト マ ン 2607 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2609 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 小5

2608 藤原　　眸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 小6
2610 坂井　未来 ｻｶｲ ﾐﾗｲ 小5

5 ＪＳＳ立石 1025 矢作　智里 ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ 小6
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1027 和田　夢叶 ﾜﾀﾞ ﾕﾒｶ 小5

1026 中茎　実南 ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ 小6
1024 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 小6

6 イトマン堺 2679 長岡　愛莉 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾘ 小5
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2677 塚本　藍子 ﾂｶﾓﾄ ｱｲｺ 小6

2676 森　　美月 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 小6
2680 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 小5

7 枚方ＳＳ 2732 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2731 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 小6

2733 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 小5
2734 佐藤　　夢 ｻﾄｳ ﾕﾒ 小5

8 ＪＳＳ八王子 1424 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1425 磯貝　瑞季 ｲｿｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 小6

1426 千葉　香澄 ﾁﾊﾞ ｶｽﾐ 小6
1427 白井　すず ｼﾗｲ ｽｽﾞ 小6

Page: 2/5 Printing: 2016/03/27 14:47:51

大  阪

東  京

大  阪

大  阪

東  京

加　盟

千  葉

東  京

東  京



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. 21 女子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:38.76
１１～１２歳          大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 大野城ＳＣ 3250 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 小5

ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3249 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 小5
3247 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 小6
3246 本村　はな ﾓﾄﾑﾗ ﾊﾅ 小6

2 コナミ海老名 1602 大和久紘花 ｵｵﾜｸ ﾋﾛｶ 小6
ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ 学童 1605 大田　花暖 ｵｵﾀ ｶﾉﾝ 小5

1603 友部ここみ ﾄﾓﾍﾞ ｺｺﾐ 小6
1604 曽根　裟月 ｿﾈ ｻﾂｷ 小6

3 ニスポ小野 2935 多鹿　左絵 ﾀｼﾞｶ ｻｴ 小5
ﾆｽﾎﾟ ｵﾉ 学童 2934 橋本　菜花 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ 小6

2933 門林なつき ｶﾄﾞﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 小6
2936 松村ひびき ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 小5

4 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 739 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 学童 738 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 小6

737 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 小6
736 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 小6

5 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1191 鈴木　愛佳 ｽｽﾞｷ ｱｲｶ 小6
AQLUB HO 学童 1193 高山　采夏 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 小6

1194 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 小5
1197 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 小5

6 いずみ能登川 2433 中村　　椿 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｷ 小6
IZUMI 21 学童 2434 中小路日菜 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾋﾅ 小6

2432 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 小6
2435 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 小6

7 スウィン熊谷 452 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 454 久保田采華 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 小6

455 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 小5
453 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 小6

8 ＳＧＣ・佐野 298 手塚　悠那 ﾃﾂﾞｶ ﾕﾅ 中1
SGC 301 船渡川優衣 ﾌﾅﾄｶﾞﾜ ﾕｲ 小6

300 林　　愛音 ﾊﾔｼ ｱｲﾈ 小6
299 渡邉　夢万 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾏ 小6

Page: 3/5 Printing: 2016/03/27 14:47:53

埼  玉

栃  木

加　盟

福  岡

神奈川

兵  庫

千  葉

東  京

滋  賀



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. 21 女子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:38.76
１１～１２歳          大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ロンド東村山 1177 青木かづは ｱｵｷ ｶﾂﾞﾊ 小6

ﾛﾝﾄﾞHGM 学童 1175 市川　紗羅 ｲﾁｶﾜ ｻﾗ 小6
1178 田口明日香 ﾀｸﾞﾁ ｱｽｶ 小5
1176 渡邉　心花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾉｶ 小6

2 名古屋ＳＣ 2175 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 小6
ﾅｺﾞﾔSC 学童 2177 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 小5

2176 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 小6
2178 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小5

3 ｽｳｨﾝ東松山 726 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 小6
SWﾋｶﾞｼﾏﾂ 学童 727 野澤　優意 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲ 小6

724 萩原　怜香 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾚｲｶ 小6
725 森田　るな ﾓﾘﾀ ﾙﾅ 小6

4 アクラブ調布 951 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 小6
AQLUB CH 学童 952 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 小6

954 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 小5
949 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 小6

5 真庭SC 3086 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 小6
ﾏﾆﾜSC 学童 3088 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 小6

3085 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 小6
3087 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 小6

6 ＫＬ春日井 2223 日榮　真希 ﾋｴｲ ﾏｷ 小6
KLｶｽｶﾞｲ 学童 2222 中村　光桜 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 小6

2221 丹羽　奏絵 ﾆﾜ ｶﾅｴ 小6
2224 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 小5

7 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1710 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1711 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 小6

1712 安西　琴美 ｱﾝｻﾞｲ ｺﾄﾐ 小6
1713 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 小5

8 三菱養和ＳＳ 1166 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1165 木崎　京香 ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ 小6

1167 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 小5
1168 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 小5
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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. 21 女子    200m   フリーリレー   予選   5組   日本記録  1:38.76
１１～１２歳          大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 スウィン大宮 419 関　　優奈 ｾｷ ﾕｳﾅ 小6

SWｵｵﾐﾔ 学童 420 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 小6
418 奥山　美良 ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ 小6
421 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 小5

2 ＪＳＳ南光台 131 庄司萌々華 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓｶ 小6
JSSﾅﾝｺｳ 学童 134 戸田　夏子 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｺ 小5

133 工藤　佳奈 ｸﾄﾞｳ ｶﾅ 小6
132 笹原　優月 ｻｻﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 小6

3 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 251 中村　実夢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 小6
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 250 井田　真由 ｲﾀﾞ ﾏﾕ 小6

253 幸保　真央 ｺｳﾎﾞ ﾏｵ 小5
252 海野　咲依 ｳﾝﾉ ｻﾖﾘ 小6

4 東京ＳＣ 1057 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1059 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 小6

1060 畑尾　百乃 ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ 小6
1058 丹治めぐみ ﾀﾝｼﾞ ﾒｸﾞﾐ 小6

5 ジャパン観 3152 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 小6
ｼﾞｬﾊﾟﾝK 学童 3150 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 小6

3151 合田　美咲 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ 小6
3154 小西　加恋 ｺﾆｼ ｶﾚﾝ 小5

6 スウィン埼玉 593 佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 小6
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 594 野村　真由 ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 小6

592 斉藤　瑞穂 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 小6
591 大江　はな ｵｵｴ ﾊﾅ 小6

7 藤村ＳＳ 1111 黒部　藍心 ｸﾛﾍﾞ ｱｲﾐ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1110 山﨑　千瑶 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ 小6

1112 伊藤　美波 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 小5
1108 中村　羽吹 ﾅｶﾑﾗ ｳﾌﾞｷ 小6

8 スウィン坂戸 665 髙橋　花乃 ﾀｶﾊｼ ｶﾉ 小6
ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ 学童 663 清水　映花 ｼﾐｽﾞ ｴｲｶ 小6

666 野原麻里菜 ﾉﾊﾗ ﾏﾘﾅ 小6
664 公地　陽海 ｺｳﾁ ﾐﾅﾐ 小6
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