
第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
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    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 イトマン守谷 206 吉岡　結羽 ﾖｼｵｶ ﾕｳ 中1
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 209 大中　琴葉 ｵｵﾅｶ ｺﾄﾊ 小6

208 阿部日奈多 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ 小6
207 武田　那名 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅ 中1

2 アクシー東 1593 青柳　陽乃 ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾙﾉ 小6
ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ 1594 井村　叶夢 ｲﾑﾗ ｶﾅﾐ 小6

1592 坂爪　　晴 ｻｶﾂﾒ ﾊﾙ 小6
1591 磯辺　希依 ｲｿﾍﾞ ｷﾖﾘ 中1

3 Nagatsuta.SC 1392 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 小6
ﾅｶﾞﾂﾀSC 1391 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 小6

1393 小貫あかり ｵﾇｷ ｱｶﾘ 小6
1390 岩本　美音 ｲﾜﾓﾄ ﾐｵ 中1

4 スウィン大宮 343 澁澤　亜弥 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔ 中1
SWｵｵﾐﾔ 345 粕谷　寧々 ｶｽﾔ ﾈﾈ 小5

344 中野　　悠 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 小6
342 稲荷山　空 ｲﾅﾘﾔﾏ ｿﾗ 中1

5 イ ト マ ン 2212 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小6
ｲﾄﾏﾝ 2211 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 小6

2210 金星　知優 ｶﾅﾎﾞｼ ﾁﾋﾛ 小6
2209 金沢　夏花 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾂﾊ 中1

6 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 618 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中1
ｾ･ｳﾗﾔｽ 617 古川　夏凪 ﾌﾙｶﾜ ｶﾅ 中1

621 山口　真裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 小6
619 佐々木亜実 ｻｻｷ ｱﾐ 中1

7 コナミ青葉台 1340 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 1338 大岡　麻結 ｵｵｵｶ ﾏｲ 中1

1342 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小6
1337 菅沼　　雅 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中1

8 イトマン堺 2295 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 小6
ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 2294 中尾　真優 ﾅｶｵ ﾏﾕ 小6

2293 川村　遥菜 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中1
2292 大門　　陽 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾊﾙ 中1
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第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
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    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1418 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 1417 池田　　伶 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 小6

1414 水野　　響 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 中1
1415 後藤　楓翔 ｺﾞﾄｳ ﾌｳｶ 中1

2 スウィン足利 235 中家　花怜 ﾅｶｲｴ ｶﾚﾝ 中1
SWｱｼｶｶﾞ 237 小嶋　里菜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 小6

238 横塚　莉奈 ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ 小6
236 武藤和香奈 ﾑﾄｳ ﾜｶﾅ 小6

3 三菱養和ＳＳ 996 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 中1
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 中学 994 宮坂　仁子 ﾐﾔｻｶ ﾆｺ 中1

997 山田奈央子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 中1
995 葛原　　舞 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ 中1

4 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 719 高梨　愛花 ﾀｶﾅｼ ﾏﾅｶ 中1
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 721 辻岡　万凛 ﾂｼﾞｵｶ ﾏﾘﾝ 小6

722 佐藤　瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 小6
718 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中1

5 周南ＳＣ 2650 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 小6
ｼｭｳﾅﾝSC 2649 宮川　真凪 ﾐﾔｶﾜ ﾏﾅ 中1

2648 村田　早希 ﾑﾗﾀ ｻｷ 中1
2651 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 小6

6 藤村ＳＳ 946 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 949 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 小6

947 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 中1
945 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中1

7 アクシー巻 1610 佐藤　真波 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 中1
ｱｸｼｰMAKI 1613 本間　彩桜 ﾎﾝﾏ ｻｵ 小5

1611 安澤　未杜 ｱﾝｻﾞﾜ ﾐﾓﾘ 中1
1612 渡邊　真帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾎ 小6

8 東邦ＳＣ 1859 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 小6
ﾄｳﾎｳSC 1858 荒嶋　祐佳 ｱﾗｼﾏ ﾕｳｶ 小6

1856 寺田　夢空 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾗ 中1
1857 倉知かのん ｸﾗﾁ ｶﾉﾝ 小6
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第40回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会     
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    4x50m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  1:41.03
１１～１２歳        大会記録  1:50.74

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 スウィン前橋 297 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 小6

SWﾏｴﾊﾞｼ 301 八木　佑月 ﾔｷﾞ ﾕﾂｷ 小6
296 田村　純令 ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ 中1
300 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 小6

1 名鉄Ｓ新瀬戸 1925 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 中1
ﾒｲﾃﾂｼﾝｾﾄ 1923 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 中1

1926 藤尾　　和 ﾌｼﾞｵ ｱｴ 小6
1924 久保田純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 中1

2 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 1037 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 中1
ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ 1036 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中1

1038 熊谷奈津季 ｸﾏｶﾞﾔ ﾅﾂｷ 小6
1039 田村　真優 ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 小6

3 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1222 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中1
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 1225 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小5

1224 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小5
1223 青木　涼楓 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 小6

4 金町ＳＣ 842 菊池　　晴 ｷｸﾁ ﾊﾙ 小6
ｶﾅﾏﾁSC 843 市川　倫子 ｲﾁｶﾜ ﾐｺ 小6

841 菅野　奈美 ｶﾝﾉ ﾅﾐ 中1
844 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 小6

5 東京ＳＣ 909 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小6
ﾄｳｷｮｳSC 912 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小5

907 丹治美奈子 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ 中1
908 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小6

6 アーデル 635 鴇田　未来 ﾄｷﾀ ﾐｸ 中1
ｱｰﾃﾞﾙ 638 星　　里海 ﾎｼ ﾘﾐ 小5

636 野口　美羽 ﾉｸﾞﾁ ﾐｳ 小6
637 岩崎　虹々 ｲﾜｻｷ ｺｺ 小5

7 枚方ＳＳ 2350 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 2351 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小6

2348 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中1
2349 大野　聡子 ｵｵﾉ ｻﾄｺ 中1

8 ＢＩＧ棒屋 1746 平松　沙菜 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾅ 中1
BIGﾎﾞｳﾔ 1748 林田　真奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾅ 小6

1747 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中1
1749 望月　美杏 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｱﾝ 小6
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