
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. 71 女子    200m   メドレーリレー   予選   4組 日本記録  1:46.72
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 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 1108 中村　羽吹 ﾅｶﾑﾗ ｳﾌﾞｷ 小6

1109 若山　沙羅 ﾜｶﾔﾏ ｻﾗ 小6
1112 伊藤　美波 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 小5

3 スウィン鷲宮 636 酒井　　凌 ｻｶｲ ﾘｮｳ 小6
SWﾜｼﾐﾔ 学童 638 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 小5

637 小島麻友子 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕｺ 小6
635 奥谷　　萌 ｵｸﾔ ﾓｴ 小6

4 ｲﾄﾏﾝ東伏見 932 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 小5
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 930 藤井　乙葉 ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 小6

931 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 小5
929 井口　愛夢 ｲｸﾞﾁ ｱﾑ 小6

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 1024 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 小6

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

6 スウィン大宮 418 奥山　美良 ｵｸﾔﾏ ﾁｭﾗ 小6
SWｵｵﾐﾔ 学童 417 松原　聖奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾅ 小6

421 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 小5
420 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 小6

7 大阪水泳学校 2692 城　由莉亜 ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ 小6
OSAKA.SG 学童 2695 田積帆乃果 ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ 小5

2694 浅香　千聖 ｱｻｶ ﾁｾ 小5
2693 本田麻里奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 小6
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競泳競技                                          
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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  1:46.72
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 いずみ能登川 2435 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 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
2433 中村　　椿 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｷ 小6

2 アピア富山 1952 越智　夏織 ｵﾁ ｶｵﾘ 小6
ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ 学童 1954 吉岡　美和 ﾖｼｵｶ ﾐﾜ 小5

1955 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 小5
1953 菅原　麻帆 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾎ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 736 森　　美蘭 ﾓﾘ ﾐﾗﾝ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ 学童 739 宮下　紗伎 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 小6

737 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 小6
738 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 小6

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

5 名古屋ＳＣ 2178 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小5
ﾅｺﾞﾔSC 学童 2174 森本さくら ﾓﾘﾓﾄ ｻｸﾗ 小6

2176 亀井　千寛 ｶﾒｲ ﾁﾋﾛ 小6
2175 服部あかり ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1347 和田　茅枝 ﾜﾀﾞ ﾁｼﾅ 小5
ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1346 浅原　彩加 ｱｻﾊﾗ  ｱﾔｶ 小6

1344 福井そよみ ﾌｸｲ ｿﾖﾐ 小6
1345 清水　芽生 ｼﾐｽﾞ ﾒｲ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 760 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 小5
ｾ･ｳﾗﾔｽ 学童 759 池野　紫音 ｲｹﾉ ｼｵﾝ 小6

758 野田　佑風 ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ 小6
761 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 小5

8 スウィン熊谷 454 久保田采華 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔｶ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 456 石坂　　虹 ｲｼｻﾞｶ ﾅﾅ 小5

452 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小6
453 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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
1192 元松　　愛 ﾓﾄﾏﾂ ｱｲ 小6
1194 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 小5

2 イトマン港北 1757 佐藤ななみ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 小6
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1758 桑原　美優 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 小6

1756 中本　蘭夢 ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ 小6
1759 竹内　美緑 ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾘ 小6

3 ＫＬ春日井 2224 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 小5
KLｶｽｶﾞｲ 学童 2223 日榮　真希 ﾋｴｲ ﾏｷ 小6

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

4 大野城ＳＣ 3249 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 小5
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3248 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 小5

3247 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 小6
3250 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 小5

5 ＩＳＣ飯田 1860 矢崎　七海 ﾔｻｷ ﾅﾅﾐ 小6
ISCｲｲﾀﾞ 学童 1862 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 小6

1861 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 小6
1863 東　　夏蓮 ｱｽﾞﾏ ｶﾚﾝ 小5

6 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1713 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 小5
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
1710 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 小6

7 ＪＳＳ八王子 1425 磯貝　瑞季 ｲｿｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 小6
JSSﾊﾁｵｳｼ 学童 1428 串田　　凜 ｸｼﾀﾞ ﾘﾝ 小5

1426 千葉　香澄 ﾁﾊﾞ ｶｽﾐ 小6
1424 不破菜々子 ﾌﾜ ﾅﾅｺ 小6

8 NECGSC玉川 1501 増沢　美沙 ﾏｽｻﾞﾜ ﾐｻ 小6
NECGSC T 学童 1502 村松　春来 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙﾙ 小6

1500 高橋　愛深 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 小6
1499 小池かのん ｺｲｹ ｶﾉﾝ 小6
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン横浜 1668 山口　舞花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ 小6

ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1669 岩澤　優沙 ｲﾜｻﾜ ﾕｽﾞ 小6
1671 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小5
1670 赤塚野乃子 ｱｶﾂｶ ﾉﾉｺ 小6

2 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 3153 高橋　実子 ﾀｶﾊｼ ﾐｺ 小5

3154 小西　加恋 ｺﾆｼ ｶﾚﾝ 小5
3150 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 小6

3 五百木ＳＣ 3184 秀野　亜耶 ｼｭｳﾉ ｱﾔ 小6
ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ 学童 3186 掛水　舞梨 ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ 小6

3187 上田　　奏 ｳｴﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 小6
3185 岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 小6

4 東京ＳＣ 1058 丹治めぐみ ﾀﾝｼﾞ ﾒｸﾞﾐ 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
1057 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 小6

5 アクラブ調布 949 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 小6
AQLUB CH 学童 952 磯野　美優 ｲｿﾉ ﾐﾕ 小6

951 渡邊　楓梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 小6
954 石毛　歩果 ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ 小5

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 250 井田　真由 ｲﾀﾞ ﾏﾕ 小6
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 252 海野　咲依 ｳﾝﾉ ｻﾖﾘ 小6

253 幸保　真央 ｺｳﾎﾞ ﾏｵ 小5
251 中村　実夢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 小6

7 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

497 島村さくら ｼﾏﾑﾗ ｻｸﾗ 小5
495 石橋　彩愛 ｲｼﾊﾞｼ ｻｲｱ 小6

8 イトマン堺 2676 森　　美月 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2678 大仲　摩耶 ｵｵﾅｶ ﾏﾔ 小5

2679 長岡　愛莉 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾘ 小5
2680 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 小5
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