
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. 57 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  1:51.33
１０歳以下          大会記録  2:12.20

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 ﾙﾈｻﾝｽ曳舟 961 堀川　愛未 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾐ 小5

ﾙ･ﾋｷﾌﾈ 学童 962 吉川愛実唯 ﾖｼｶﾜ ｱｲﾐｲ 小5
964 岡　　美憂 ｵｶ ﾐｳ 小4
963 藤井　菜穂 ﾌｼﾞｲ ﾅﾎ 小4

1 イトマン西宮 2444 山田　光玲 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ 小5
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2445 安元　彩雪 ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ 小5

2447 日下　結奈 ｸｻｶ ﾕｲﾅ 小4
2446 野村くるみ ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ 小4

2 コナミ北浦和 407 山﨑さくら ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 小4
ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 404 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 小5

406 冨永　野意 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ 小5
405 中村　実優 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 小5

3 ｽｳｨﾝ南越谷 570 諏訪　叶夢 ｽﾜ ｶﾉﾝ 小4
SWﾅﾝｺｼ 学童 568 大髙　唯藍 ｵｵﾀｶ ﾕｱ 小5

566 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小5
569 菅谷　真采 ｽｶﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ 小5

4 藤村ＳＳ 951 加藤　結音 ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ 小5
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 954 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小4

953 楠田　乃愛 ｸｽﾀﾞ ﾉｱ 小4
952 鈴木　伽望 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 小5

5 東京ＳＣ 913 胡　　清晏 ｺ ﾁﾝｲｪﾝ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 916 糸山さくら ｲﾄﾔﾏ ｻｸﾗ 小5

918 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小4
914 ロイド珠里亜 ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ 小5

6 あかやまＳＳ 182 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 180 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小4

181 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小4
183 谷地田姫子 ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ 小4

7 イトマン港北 1470 桑原　優空 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕﾗ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1468 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 小5

1471 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小4
1469 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 小4

8 林水泳教室 1259 スコット海綸 ｽｺｯﾄ ｶｲﾘ 小5
ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ 学童 1260 関　　美伶 ｾｷ ﾐﾚｲ 小5

1261 山中　波琉 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ 小4
1258 宍戸　梨穂 ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ 小5
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2組
0 ｽｳｨﾝ高島平 1061 加治屋翔菜 ｶｼﾞﾔ ｶﾅ 小5

ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1062 藤田　桃子 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｺ 小5
1063 市東　結衣 ｼﾄｳ ﾕｲ 小5
1064 柏木　　桃 ｶｼﾜｷﾞ ﾓﾓ 小4

1 イトマン京都 2111 牧野　美涼 ﾏｷﾉ ﾐｽｽﾞ 小5
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2114 有本　悠夏 ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ 小4

2113 安達　愛菫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 小4
2112 加藤あかり ｶﾄｳ ｱｶﾘ 小5

2 コナミ天王町 1277 福田佳奈美 ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾐ 小5
ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ 学童 1275 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 小5

1278 薄田　虹保 ｳｽﾀﾞ ﾆﾎ 小4
1276 鎌田　実優 ｶﾏﾀ ﾐｭｳ 小5

3 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 702 佐藤　由凪 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 小4
ﾙ･ﾏｸﾊﾘ 学童 698 戸上あいみ ﾄｶﾞﾐ ｱｲﾐ 小5

701 鬼塚　瑞稀 ｵﾆﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 小4
699 園田　　唯 ｿﾉﾀﾞ ﾕｲ 小5

4 金町ＳＣ 846 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 小5
ｶﾅﾏﾁSC 学童 845 山谷　眞桜 ﾔﾏﾔ ﾏｵ 小5

847 朝倉　茉咲 ｱｻｸﾗ ﾐｸ 小5
848 川俣　　紬 ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ 小5

5 スウィン埼玉 480 山本　結月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 小5
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 483 鈴木　圓佳 ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 小4

484 阿部　瑞瑛 ｱﾍﾞ ﾐｿﾞﾚ 小4
482 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 小5

6 スウィン大教 459 原田　藍良 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾗ 小4
SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 456 北川　紗優 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾕ 小5

458 植田　優奈 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 小4
457 本田奈々美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小4

7 スウィン大宮 346 石川　未姫 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 小5
SWｵｵﾐﾔ 学童 347 角野　真柚 ｶﾄﾞﾉ ﾏﾕｳ 小5

349 岡崎俐央菜 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾖﾅ 小4
350 髙山　紫妃 ﾀｶﾔﾏ ｼｷ 小3

8 ATSC.YW 1438 岩崎　真依 ｲﾜｻｷ ﾏｲ 小4
ATSC.YW 学童 1437 亀井　彩華 ｶﾒｲ ｻﾔｶ 小5

1439 山口　亜茶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ 小4
1440 前田亜莉紗 ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｻ 小4

9 イ ト マ ン 2216 小塚　輝子 ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ 小5
ｲﾄﾏﾝ 学童 2214 寺谷　優那 ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ 小5

2217 乾アナスタシヤ ｲﾇｲ ｱﾅｽﾀｼﾔ 小4
2215 寺﨑　万凛 ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ 小5
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