
第39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   3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 イ ト マ ン 2676 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小4

ｲﾄﾏﾝ 学童 2677 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 小4
2675 中屋敷咲月 ﾅｶﾔｼｷ ｻﾂｷ 小4
2674 金山　知佳 ｶﾅﾔﾏ ﾁｶ 小4

2 金町ＳＣ 1028 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1027 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小4

1029 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小4
1026 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小4

3 アーデル 795 松丸　　凛 ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ 小3
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 794 坂口　姫粋 ｻｶｸﾞﾁ ｷｯｽｲ 小4

793 星　　里海 ﾎｼ ﾘﾐ 小4
792 岩崎　虹々 ｲﾜｻｷ ｺｺ 小4

4 イトマン港北 1835 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1837 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小4

1839 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小3
1836 吉村　早矢 ﾖｼﾑﾗ ｻﾔ 小4

5 成増ロンド 1419 鈴木　里菜 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 小4
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 学童 1420 鈴木　香凛 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 小4

1421 松本　麗奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ 小4
1422 上原百萌花 ｳｴﾊﾗ ﾓﾓｶ 小4

6 SW大教大宮東 497 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ 小3
SWｵｵﾐﾔﾋｶ 学童 495 木須　日向 ｷｽ ﾋﾅﾀ 小4

494 米田　真那 ｺﾒﾀﾞ ﾏﾅ 小4
496 福本　早希 ﾌｸﾓﾄ ｻｷ 小4

7 ＦーＢＩＧ 314 西山芽里奈 ﾆｼﾔﾏ ﾒﾘﾅ 小4
F-BIG 学童 315 金田　沙弥 ｶﾈﾀﾞ ｻﾔ 小4

313 中澤　優奈 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 小4
316 坂本　　凜 ｻｶﾓﾄ ﾘﾝ 小4
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第39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   3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

2組
1 NECGSC玉川 1552 大橋　一菜 ｵｵﾊｼ ﾋﾅ 小4

NECGSC T 学童 1551 伊東紗弥香 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 小4
1553 奥山　　舞 ｵｸﾔﾏ ﾏｲ 小4
1550 小畠優々美 ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ 小5

2 東京ＤＣ 1112 江原　愛乃 ｴﾊﾗ ｱｲﾉ 小4
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1113 宮城七琉海 ﾐﾔｷﾞ ﾅﾙﾐ 小4

1114 石井　虹翔 ｲｼｲ ﾆｼﾞｶ 小4
1111 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 小4

3 トピーアヤセ 1653 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小4
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1655 大竹　葵咲 ｵｵﾀｹ ﾘｻ 小4

1654 岸　　姫詩 ｷｼ ﾋﾅﾀ 小4
1652 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小4

4 東京ＳＣ 1102 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1100 黒川　真那 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅ 小4

1104 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小3
1101 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小4

5 ＳＡトム 1477 大畑　晴菜 ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 小4
SA ﾄﾑ sp 学童 1478 志村　三涼 ｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 小4

1476 榎本　理沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 小4
1479 桜井　美紀 ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ 小3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1510 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小4
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1512 木村　花愛 ｷﾑﾗ ｶｴ 小4

1509 大久保舞桜 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｵ 小4
1511 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小4

7 横浜サクラ 1717 森　美沙希 ﾓﾘ ﾐｻｷ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 1716 石川　伶奈 ｲｼｶﾜ ﾚｲﾅ 小4

1714 鷹野　亜湖 ﾀｶﾉ ｱｺ 小4
1715 親松　　遥 ｵﾔﾏﾂ ﾊﾙｶ 小4
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第39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   3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

3組
1 藤村ＳＳ 1143 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小4

ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1144 鈴木　伽望 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 小4
1145 楠田　乃愛 ｸｽﾀﾞ ﾉｱ 小3
1146 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 小3

2 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1448 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1449 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 小4

1447 田中　綾香 ﾀﾅｶ ｱﾔｶ 小4
1451 福岡　由唯 ﾌｸｵｶ ﾕｲ 小3

3 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 1905 伊藤　礼奈 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 小3
ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 学童 1904 加藤あかり ｶﾄｳ ｱｶﾘ 小4

1902 渡部　飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 小4
1903 菊地　那南 ｷｸﾁ ﾅﾅ 小4

4 スウィン埼玉 622 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 621 坂巻　奈央 ｻｶﾏｷ ﾅｵ 小4

619 野村　由依 ﾉﾑﾗ ﾕｲ 小4
620 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 小4

5 あかやまＳＳ 235 松村　　瞳 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 236 鈴木　恵美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 小4

238 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小3
237 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小3

6 ｽｳｨﾝ南越谷 711 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 713 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 小4

714 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小3
710 別所　花菜 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾅ 小4

7 スウィン太田 405 澁澤　　岬 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｻｷ 小4
SWｵｵﾀ 学童 404 平田　暖乃 ﾋﾗﾀ ﾉﾉ 小5

407 齊藤　　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 小4
408 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 小4
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