
第40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. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:38.76
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 東部ＳＳ 2093 鈴木　月渚 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 小6
ﾄｳﾌﾞSS 学童 2095 小杉　紗香 ｺｽｷﾞ ｽｽﾞｶ 小6

2094 水野　知香 ﾐｽﾞﾉ ﾁｶ 小6
2092 芹澤　沙奈 ｾﾘｻﾞﾜ ｻﾅ 小6

4 東邦ＳＣ 2227 小島　光丘 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 小6
ﾄｳﾎｳSC 学童 2228 山口　愛華 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 小5

2226 荒嶋　祐佳 ｱﾗｼﾏ ﾕｳｶ 小6
2225 倉知かのん ｸﾗﾁ ｶﾉﾝ 小6

5 塚口ＳＳ 2877 前田　夏風 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ 小6
ﾂｶｸﾞﾁSS 学童 2878 中野　陽菜 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 小6

2875 石橋　由徠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ 小6
2876 長﨑　　葵 ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ 小6

6

7

8
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加　盟

静  岡

愛  知

兵  庫



第40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. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:38.76
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 ﾙﾈｻﾝｽ沼津 2079 大嶽　杏奈 ｵｵﾀﾞｹ ｱﾝﾅ 小5

ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ 学童 2076 星野　光咲 ﾎｼﾉ ﾐｻｷ 小6
2078 大竹　菖愛 ｵｵﾀｹ ｱﾔﾒ 小6
2077 中島　芽郁 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 小6

2 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住 3344 髙田　深晴 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ 小6
BSﾅｶﾞｽﾞﾐ 学童 3346 池田　紗雪 ｲｹﾀﾞ ｻﾕｷ 小6

3345 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 小6
3347 高原　桜唯 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾕ 小6

3 枚方SS牧野 2751 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 小6
ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ 学童 2750 飯坂　桃愛 ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ 小6

2752 結城　杏奈 ﾕｳｷ ｱﾝﾅ 小6
2753 島津　花彩 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙｱ 小5

4 周南ＳＣ 3161 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 小6
ｼｭｳﾅﾝSC 学童 3163 冨永　亜海 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾐ 小6

3164 茅原　天音 ｶﾔﾊﾗ ｱﾏﾈ 小6
3162 弘中　花音 ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ 小6

5 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 1715 鳥谷部真愛 ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ 小6
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS 学童 1714 池田　　伶 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 小6

1718 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 小5
1716 小島　奈緒 ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 小6

6 ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 1751 小山　凜世 ｺﾔﾏ ﾘｾ 小6
ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 学童 1752 高山　紗映 ﾀｶﾔﾏ ｻｴ 小6

1750 松本　倖侑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 小6
1753 笹目　南帆 ｻｻﾒ ﾅﾎ 小6

7 イ ト マ ン 2635 木下　妃魚 ｷﾉｼﾀ ﾋｦ 小6
ｲﾄﾏﾝ 学童 2634 若宮由莉奈 ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ 小6

2636 林田　波音 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ 小5
2633 金星　知優 ｶﾅﾎﾞｼ ﾁﾋﾛ 小6

8
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山  口

神奈川

神奈川

大  阪

加　盟

静  岡

福  岡

大  阪



第40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. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:38.76
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 パンジョＳＣ 2587 中尾　春花 ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 小6

ﾊﾟﾝｼﾞｮSC 学童 2589 奥田　響輝 ｵｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小6
2590 冨田　和奏 ﾄﾐﾀ ﾜｶﾅ 小5
2588 廣瀬　有香 ﾋﾛｾ ﾕｳｶ 小6

2 ＢＩＧ木更津 763 在原にいな ｱﾘﾊﾗ ﾆｲﾅ 小6
BIGｷｻﾗﾂﾞ 学童 762 小平　瑠乃 ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾉ 小6

760 三浦　風香 ﾐｳﾗ ﾌｳｶ 小6
761 萩本　千果 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾁｶ 小6

3 ｽｳｨﾝ南越谷 661 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 小6
SWﾅﾝｺｼ 学童 660 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 小6

664 西野　沙耶 ﾆｼﾉ ｻﾔ 小5
662 菊井　心菜 ｷｸｲ ｺｺﾅ 小6

4 Nagatsuta.SC 1682 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 小6
ﾅｶﾞﾂﾀSC 学童 1681 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 小6

1683 小貫あかり ｵﾇｷ ｱｶﾘ 小6
1684 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 小6

5 ATSC.YW 1742 庄司　茉白 ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ 小6
ATSC.YW 学童 1738 石丸　　紡 ｲｼﾏﾙ ﾂﾑｷﾞ 小6

1739 尾崎　　遙 ｵｻﾞｷ ﾊﾙｶ 小6
1740 守谷　希波 ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ 小6

6 枚方ＳＳ 2778 山﨑　愛莉 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ 小6
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2779 濱　　千織 ﾊﾏ ﾁｵﾘ 小6

2777 吉本　　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 小6
2781 白石　彩華 ｼﾗｲｼ ｱﾔｶ 小6

7 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 1454 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 小5
ｾ･ﾒｸﾞﾛ 学童 1456 岩田　柚那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ 小5

1455 宮川　　悠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ 小5
1453 青木　涼楓 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 小6

8 トピーアヤセ 1607 首藤　優里 ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ 小5
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1604 石橋日菜子 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 小6

1605 建部　明里 ﾀﾃﾍﾞ ｱｶﾘ 小6
1606 箕川　茉那 ﾐﾉｶﾜ ﾏﾅ 小5
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東  京

神奈川

加　盟

大  阪

千  葉

埼  玉

神奈川

神奈川

大  阪



第40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. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:38.76
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 1270 坂倉　花南 ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ 小6

ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ 1269 長田　桜空 ﾅｶﾞﾀ ｻﾗ 中1
1272 鈴木　理彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 小6
1271 千葉　瑠華 ﾁﾊﾞ ﾙﾙｶ 小6

2 スコーレ千歳 61 出雲さくら ｲｽﾞﾓ ｻｸﾗ 小6
ｽｺｰﾚﾁﾄｾ 学童 60 渡邉穂奈未 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 小6

58 吉田　春月 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 小6
59 辻　　圭音 ﾂｼﾞ ｶﾉﾝ 小6

3 ＳＡ新城 1598 大羽こはる ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ 小6
SAｼﾝｼﾞｮｳ 学童 1595 齋藤　実玖 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 小6

1597 福田　恵唯 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 小6
1596 吉川美花乃 ﾖｼｶﾜ ﾐｶﾉ 小6

4 金町ＳＣ 棄権
ｶﾅﾏﾁSC

5 コミュニティ 3278 戎　　真花 ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ 小6
ｺﾐｭﾆﾃｨ 学童 3276 前田　唯菜 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ 小6

3279 尾﨑　嘉音 ｵｻﾞｷ ｶﾉﾝ 小6
3277 秋山　莉子 ｱｷﾔﾏ ﾘｺ 小6

6 NECGSC玉川 1496 永池　　叶 ﾅｶﾞｲｹ ｶﾅｳ 小6
NECGSC T 学童 1495 西野　涼風 ﾆｼﾉ ｽｽﾞｶ 小6

1498 大橋　一菜 ｵｵﾊｼ ﾋﾅ 小5
1494 兒玉　幸乃 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾉ 小6

7 ＳＡルーシー 43 秋山　彩音 ｱｷﾔﾏ ｱﾔﾈ 小6
SAﾙｰｼｰ 学童 44 和田紗優希 ﾜﾀﾞ ｻﾕｷ 小5

42 野村　愛花 ﾉﾑﾗ ｱｲｶ 小6
41 高木　夢良 ﾀｶｷﾞ ﾕﾗ 小6

8 あかやまＳＳ 223 伏木　美湊 ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ 小6
ｱｶﾔﾏSS 学童 224 阿久津真綾 ｱｸﾂ ﾏｱﾔ 小6

225 高矢　　陽 ﾀｶﾔ ﾐﾅﾐ 小6
226 松村　　瞳 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄﾐ 小5
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東  京

愛  媛

神奈川

北海道

茨  城

加　盟

東  京

北海道

神奈川



第40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. 21 女子    4x50m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  1:38.76
１１～１２歳        大会記録  1:48.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 コナミ西宮 2927 浅尾萌々香 ｱｻｵ ﾓﾓｶ 小6

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 学童 2929 小林　優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 小5
2928 木村　陽香 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小5
2926 松本　悠里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 小6

2 ＪＳＳ長岡 1932 山田　妃夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ 小5
JSSﾅｶﾞｵｶ 学童 1929 多田　茉凛 ﾀﾀﾞ ﾏﾘﾝ 小6

1931 番場　　唯 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｲ 小6
1930 関　　　翼 ｾｷ ﾂﾊﾞｻ 小6

3 スウィン前橋 364 中島このみ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 小6
SWﾏｴﾊﾞｼ 学童 368 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 小5

369 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 小5
367 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 小6

4 東京ＳＣ 1073 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1070 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 小6

1067 初谷　紗奈 ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ 小6
1072 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 小5

5 スウィン太田 384 神田　紗来 ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ 小6
SWｵｵﾀ 学童 386 澁澤　　岬 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐｻｷ 小5

388 角田　空咲 ｶｸﾀ ｿﾗ 小5
385 横塚　莉奈 ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ 小6

6 坂出伊藤ＳＳ 3212 大林　妃亜 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｱ 小6
ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ 学童 3211 西川　　葵 ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 小6

3209 綾　彩凡子 ｱﾔ ｻﾎｺ 小6
3208 金丸　　葵 ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ 小6

7 コナミ青葉台 1624 鈴木　　遙 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 小6
ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ 学童 1623 村田　瑠奈 ﾑﾗﾀ ﾙﾅ 小6

1621 梅本　結奈 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾅ 小6
1622 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 小6

8 イトマン富雄 3006 戸谷ゆりあ ﾄﾔ ﾕﾘｱ 小6
ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ 学童 3004 河田　彩花 ｶﾜﾀ ｻﾔｶ 小6

3005 佐渡　聖羅 ｻﾜﾀﾘ ｾｲﾗ 小6
3007 野々村　宥 ﾉﾉﾑﾗ ﾋﾛ 小6
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神奈川

奈  良

加　盟

兵  庫

新  潟

群  馬

東  京

群  馬

香  川


