
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. 69 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:46.72
１０歳以下          大会記録  2:08.64

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 ｽｳｨﾝ南越谷 714 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小3

SWﾅﾝｺｼ 学童 712 大髙　唯藍 ｵｵﾀｶ ﾕｱ 小4
710 別所　花菜 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾅ 小4
711 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小4

2 チャンピオン 1662 赤柴　美鈴 ｱｶｼﾊﾞ ﾐｽｽﾞ 小4
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 学童 1660 佐藤　陽和 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 小4

1659 細木　美乃 ﾎｿｷﾞ ﾐﾉ 小4
1661 遠藤　絢香 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 小4

3 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 1450 堀内　美玲 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ 小4

1449 坂本　千紗 ｻｶﾓﾄ ﾁｻ 小4
1451 福岡　由唯 ﾌｸｵｶ ﾕｲ 小3

4 スウィン埼玉 620 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 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

618 高山　愛香 ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ 小4
622 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小4

5 ＳＡトム 1478 志村　三涼 ｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 小4
SA ﾄﾑ sp 学童 1480 岡部　帆海 ｵｶﾍﾞ ﾊﾅ 小3

1476 榎本　理沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 小4
1477 大畑　晴菜 ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 小4

6 ＪＳＳ北上 93 工藤　夢桜 ｸﾄﾞｳ ﾕﾗ 小4
JSSｷﾀｶﾐ 学童 92 照井　　晴 ﾃﾙｲ ﾊﾙ 小4

94 中島　優月 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞ 小4
95 和賀　　結 ﾜｶﾞ ﾕｲ 小4

7 コナミ北浦和 521 菊池　琴葉 ｷｸﾁ ｺﾄﾊ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 522 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小4

523 冨永　野意 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ 小4
524 山﨑さくら ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 小3

8 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
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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. 69 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:46.72
１０歳以下          大会記録  2:08.64

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 スウィン大宮 442 石川　未姫 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 小4

SWｵｵﾐﾔ 学童 443 角野　真柚 ｶﾄﾞﾉ ﾏﾕｳ 小4
444 岡崎俐央菜 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾖﾅ 小3
441 粕谷　寧々 ｶｽﾔ ﾈﾈ 小4

2 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

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

3 イトマン港北 1837 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1838 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 小4

1839 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小3
1835 川又　彩乃 ｶﾜﾏﾀ ｱﾔﾉ 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 1103 糸山さくら ｲﾄﾔﾏ ｻｸﾗ 小4

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

5 トピーアヤセ 1654 岸　　姫詩 ｷｼ ﾋﾅﾀ 小4
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1652 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小4

1655 大竹　葵咲 ｵｵﾀｹ ﾘｻ 小4
1653 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小4

6 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1509 大久保舞桜 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｵ 小4
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1512 木村　花愛 ｷﾑﾗ ｶｴ 小4

1511 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小4
1510 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小4

7 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 857 守屋　心結 ﾓﾘﾔ ﾐﾕ 小4
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 学童 856 織田　桃香 ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 小4

859 佐藤　由凪 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 小3
858 園田　　唯 ｿﾉﾀﾞ ﾕｲ 小4

8 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 1904 加藤あかり ｶﾄｳ ｱｶﾘ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 学童 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
1905 伊藤　礼奈 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 小3
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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. 69 女子    200m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  1:46.72
１０歳以下          大会記録  2:08.64

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 1388 西村すみれ ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ 小3

ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ 学童 1386 藤野　玲菜 ﾌｼﾞﾉ ﾚﾅ 小4
1387 堅田　千紘 ｶﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小4
1385 高橋　紗良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ 小4

2 あかやまＳＳ 236 鈴木　恵美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 237 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小3

238 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小3
235 松村　　瞳 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ 小4

3 東京ＤＣ 1111 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 小4
ﾄｳｷｮｳDC 学童 1112 江原　愛乃 ｴﾊﾗ ｱｲﾉ 小4

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

4 金町ＳＣ 1027 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1026 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小4

1028 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 小4
1029 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小4

5 林水泳教室 1557 スコット海綸 ｽｺｯﾄ ｶｲﾘ 小4
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1555 前田　光咲 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 小4

1558 関　　美伶 ｾｷ ﾐﾚｲ 小4
1556 宍戸　梨穂 ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ 小4

6 スウィン太田 407 齊藤　　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 小4
SWｵｵﾀ 学童 408 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 小4

406 関口　妃音 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾒﾉ 小4
405 澁澤　　岬 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｻｷ 小4

7 セントラル泉 120 森崎安加里 ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ 小4
ｾ･ｲｽﾞﾐ 学童 121 伊藤　瑞歩 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 小4

122 渡辺　　杜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾜ 小4
119 角張　日向 ｶｸﾊﾞﾘ ﾋﾅﾀ 小4

8 イトマン守谷 267 有村　心優 ｱﾘﾑﾗ ﾐﾋﾛ 小4
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 学童 264 初見　愛莉 ﾊﾂﾐ ｱｲﾘ 小4

266 川波　優里 ｶﾜﾅﾐ ﾕﾘ 小4
265 飯田　結衣 ｲｲﾀ ﾕｲ 小4
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