
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. 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 名古屋ＳＣ 2220 中川　果音 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 小6

ﾅｺﾞﾔSC 学童 2219 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 小6
2221 日比　千裕 ﾋﾋﾞ ﾁﾋﾛ 小5
2218 久野　美咲 ｸﾉ ﾐｻｷ 小6

2 イトマン西神 3009 田中　萌生 ﾀﾅｶ ﾒｲ 小5
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ 学童 3008 二宮　陽凪 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ 小5

3006 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 小6
3007 宮崎　渚沙 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 小5

3 ｲﾄﾏﾝ富田林 2833 大西　彩友 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 小6
ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 学童 2831 林　　麻姫 ﾊﾔｼ ｱｻｷ 小6

2832 松岡　美羽 ﾏﾂｵｶ ﾐﾜ 小6
2834 大西悠莉彩 ｵｵﾆｼ ﾕﾘｱ 小5

4 ｽｳｨﾝ南越谷 707 鈴木麻咲美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 708 中村　光来 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 小5

705 江利川　花 ｴﾘｶﾜ ﾊﾅ 小6
706 菅谷　真滉 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 小6

5 コナミ青葉台 1668 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 小5
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1669 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小5

1670 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小5
1667 大岡　麻結 ｵｵｵｶ ﾏｲ 小6

6 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 1211 三浦　帆翔 ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 小6
AQLUB HO 学童 1212 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生 ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ 小6

1213 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ 小6
1210 堀　結布花 ﾎﾘ ﾕｳｶ 小6

7 スウィン熊谷 484 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 小6
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 483 石坂　　虹 ｲｼｻﾞｶ ﾅﾅ 小6

482 秋山菜々花 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅｶ 小6
481 正谷　瑶姫 ﾏｻﾀﾆ ﾀﾏｷ 小6
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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. 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 あかやまＳＳ 231 島田　あみ ｼﾏﾀﾞ ｱﾐ 小6

ｱｶﾔﾏSS 学童 233 竹内　美優 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 小6
234 伏木　美湊 ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ 小5
230 佐藤　真論 ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ 小6

2 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 1707 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 小6
ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 学童 1706 吉川こみち ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ 小6

1705 小濱　瑠華 ｺﾊﾏ ﾙｶ 小6
1708 溝口　歩優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ 小5

3 コナミ西宮 2954 下村　真彩 ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ 小6
ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2957 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 小5

2956 西河　輝峰 ﾆｼｶﾜ ｷﾎ 小6
2955 武内みなみ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 小6

4 イ ト マ ン 2672 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2670 椋本　沙良 ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ 小6

2669 奥山　妃奈 ｵｸﾔﾏ ﾋﾅ 小6
2673 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小5

5 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 1691 市島　花音 ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ 小6
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 学童 1690 松岡　鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ 小6

1689 佐々木美宇 ｻｻｷ ﾐｳ 小6
1688 中西香保鈴 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾘ 小6

6 イトマン堺 2755 長岡　愛莉 ﾅｶﾞｵｶ ｱｲﾘ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 学童 2754 大仲　摩耶 ｵｵﾅｶ ﾏﾔ 小6

2756 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 小6
2757 中尾　真優 ﾅｶｵ ﾏﾕ 小5

7 コナミ船堀 1293 大塚　絵莉 ｵｵﾂｶ ｴﾘ 小6
ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ 学童 1292 斉藤　李恋 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 小6

1294 関端　彩乃 ｾｷﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 小6
1295 山本　優夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 小6

8 西那須ｲﾝﾀｰ 298 赤羽沙也加 ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ 小6
ﾆｼﾅｽｲﾝﾀｰ 学童 299 吉田　芹梨 ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 小6

301 藤川　倖乃 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷﾉ 小6
300 奥山　颯莉 ｵｸﾔﾏ ｿﾗﾘ 小6
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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. 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

3組
1 ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 1805 岩上　亜未 ｲﾜｶﾐ ｱﾐ 小6

ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 学童 1802 山下さくら ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ 小6
1806 小山　凜世 ｺﾔﾏ ﾘｾ 小5
1807 笹目　南帆 ｻｻﾒ ﾅﾎ 小5

2 東京ＳＣ 1098 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1094 今井　優奈 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 小6

1093 杉山さくら ｽｷﾞﾔﾏ ｻｸﾗ 小6
1095 阿部　　澪 ｱﾍﾞ ﾐｵ 小6

3 スウィン鷲宮 660 佐々木美莉 ｻｻｷ ﾐﾘ 小5
SWﾜｼﾐﾔ 学童 658 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 小6

661 会沢　心唯 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ 小5
659 瀧川　結稀 ﾀｷｶﾜ ﾕｷ 小6

4 大野城ＳＣ 3304 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 小6
ｵｵﾉｼﾞｮｳ 学童 3303 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 小6

3306 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 小6
3305 山下　瑚心 ﾔﾏｼﾀ ｺｺﾛ 小6

5 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1238 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 小6
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 学童 1236 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 小6

1237 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小6
1240 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 小5

6 三菱養和ＳＳ 1190 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 小6
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 学童 1191 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 小6

1188 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 小6
1189 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 小6

7 イトマン横浜 1731 村瀬　奏音 ﾑﾗｾ ｶﾉﾝ 小6
ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 学童 1734 山﨑　結芽 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒ 小5

1733 中田圭帆子 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ 小6
1732 杉谷　結香 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｲｶ 小6

8 スウィン大教 580 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 小6
SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 581 相楽ひなた ｻｶﾞﾗ ﾋﾅﾀ 小6

582 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 小6
579 梅原　　姫 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾒ 小6
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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. 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

4組
1 アクラブ藤沢 1565 庄司　萌々 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ 小6

AQLUB FJ 学童 1562 山本　由唯 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ 小6
1566 平野　友唯 ﾋﾗﾉ ﾕｲ 小6
1563 伊東　真輝 ｲﾄｳ ﾏｷ 小6

2 ｲﾄﾏﾝ東伏見 972 井口　詩音 ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ 小6
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 学童 971 横井千枝里 ﾖｺｲ ﾁｴﾘ 小6

969 板垣こころ ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 小6
970 松﨑　りん ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ 小6

3 枚方ＳＳ 2813 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小5
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2809 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 小6

2810 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 小6
2808 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 小6

4 金町ＳＣ 1021 川俣　　灯 ｶﾜﾏﾀ ｱｶﾘ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 学童 1025 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小5

1023 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小5
1024 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 小5

5 コナミ北浦和 518 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 小6
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 519 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 小6

517 島村さくら ｼﾏﾑﾗ ｻｸﾗ 小6
520 兼岡　楓菜 ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ 小5

6 藤村ＳＳ 1138 伊藤　美波 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 小6
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1142 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 小5

1141 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 小6
1140 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 小6

7 ＳＡ新城 1634 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 小6
SAｼﾝｼﾞｮｳ 学童 1636 齊藤　実玖 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 小5

1638 福田　恵唯 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 小5
1635 水島　星那 ﾐｽﾞｼﾏ ｾﾅ 小6

8 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1781 小倉　　結 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 小5
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1780 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 小6

1779 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 小6
1783 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小5
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