
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. 69 女子    4x50m   メドレーリレー   予選   4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

2

3 稲毛インター 773 倉谷　夏未 ｸﾗﾀﾆ ﾅﾂﾐ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 772 田中　美羽 ﾀﾅｶ ﾐｳ 小4

774 大住　煌華 ｵｵｽﾐ ｷﾗｶ 小4
771 堀内　海愛 ﾎﾘｳﾁ ﾐｱ 小4

4 イトマン京都 2523 有本　悠夏 ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 学童 2522 髙木　　暖 ﾀｶｷﾞ ﾉﾝ 小4

2521 安達　愛菫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 小4
2524 大竹　結唯 ｵｵﾀｹ ﾕｲ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 1667 児嶋　佳乃 ｺｼﾞﾏ ｶﾉ 小4
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 学童 1669 長谷川来実 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾙﾐ 小4

1670 伊福　暖花 ｲﾌｸ ﾎﾉｶ 小3
1668 望月　姫花 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅ 小4

6 柏洋・江 797 植松　愛花 ｳｴﾏﾂ ﾏﾅｶ 小4
ﾊｸﾖｳ ｴﾄﾞ 学童 796 佐野　釉菜 ｻﾉ ﾕﾅ 小4

794 長岡　優依 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｲ 小4
795 遠藤　暖佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 小4

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 スウィン大教 556 原田　藍良 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾗ 小4

SWﾀﾞｲｷｮｳ 学童 555 植田　優奈 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 小4
553 谷口　月彩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ 小4
554 本田奈々美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小4

2 ｽｳｨﾝ高島平 1259 能勢ひなた ﾉｾ ﾋﾅﾀ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1260 伊藤　愛佳 ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 小4

1257 柏木　　桃 ｶｼﾜｷﾞ ﾓﾓ 小4
1261 小出　桜音 ｺｲﾃﾞ ｵﾄ 小3

3 ATSC.YW 1743 岩崎　真依 ｲﾜｻｷ ﾏｲ 小4
ATSC.YW 学童 1747 金井亜緒依 ｶﾅｲ ｱｵｲ 小3

1744 山口　亜茶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ 小4
1745 前田亜莉紗 ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｻ 小4

4 京都踏水会 棄権
ﾄｳｽｲｶｲ

5 東京ＳＣ 1074 星本悠菜子 ﾎｼﾓﾄ ﾕﾅｺ 小5
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1075 田原　心菜 ﾀﾊﾗ ｺｺﾅ 小4

1077 長谷明日香 ﾊｾ ｱｽｶ 小4
1076 小林　るか ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 小4

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 1516 石岡　未妃 ｲｼｵｶ ﾐｷ 小4
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 学童 1515 島村　奈央 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵ 小4

1514 瀧　　暁音 ﾀｷ ｱｶﾈ 小4
1517 小村方夏希 ｺﾑﾗｶﾀ ﾅﾂｷ 小4

7 ＪＳＳ立石 1023 増子　　楽 ﾏｽｺ ｻｻ 小3
JSSﾀﾃｲｼ 学童 1022 田中　絵恋 ﾀﾅｶ ｴﾚﾝ 小4

1021 加納　　栞 ｶﾉｳ ｼｵﾘ 小4
1020 梶塚　海琴 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾐｺﾄ 小4

8 イトマン中村 2154 勝川　玲飛 ｶﾂｶﾜ ﾘｱ 小4
ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ 学童 2155 恒川　小春 ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ 小4

2153 小寺　花南 ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小4
2156 久保田乙妃 ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ 小3
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3組
1 コナミ香里園 2696 貞谷　優葵 ｻﾀﾞﾔ ﾕｷ 小4

ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ 学童 2698 中路　千陽 ﾅｶｼﾞ ﾁﾊﾙ 小4
2700 杉本　奈渚 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅ 小3
2699 村上　愛実 ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ 小4

2 コナミ西葛西 1148 大島　美那 ｵｵｼﾏ ﾐﾅ 小4
ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 学童 1149 中村　美結 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 小4

1147 松崎　はな ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾅ 小4
1150 星野　公伽 ﾎｼﾉ ｷﾐｶ 小4

3 金町ＳＣ 982 駿藤　玲美 ｽﾝﾄｳ ﾚﾐ 小4
ｶﾅﾏﾁSC 学童 981 東泉　杏奈 ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ 小4

985 大森　美桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 小3
983 大畑　杏紀 ｵｵﾊﾀ ｱｷ 小4

4 藤村ＳＳ 1120 楠田　乃愛 ｸｽﾀﾞ ﾉｱ 小4
ﾌｼﾞﾑﾗSS 学童 1123 坂本昌哩杏 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 小4

1121 渡邉　さら ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 小4
1122 瀬田　夕凪 ｾﾀ ﾕｳﾅ 小4

5 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 811 花俣　和葉 ﾊﾅﾏﾀ ｶｽﾞﾊ 小4
ｾ･ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 学童 812 酒井菜々子 ｻｶｲ ﾅﾅｺ 小4

815 光永　彩華 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱﾔｶ 小3
813 坂田　紗来 ｻｶﾀ ｻﾗ 小4

6 イトマン港北 1786 桑原　優空 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕﾗ 小4
ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ 学童 1787 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 小4

1785 和気　映莉 ﾜｹ ｱｶﾘ 小4
1783 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 小4

7 ＳＡ松任 2038 川口　由楽 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾗ 小4
SAﾏｯﾄｳ 学童 2039 清水真奈江 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ 小4

2037 伏屋　杏彩 ﾌｾﾔ ｱﾂﾞｻ 小4
2040 辻本ひまり ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 小4

8 トピレック 1088 坂本　　南 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 小4
ﾄﾋﾟﾚｯｸ 学童 1089 松本　美花 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ 小3

1086 宮本　レナ ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾅ 小4
1087 小川　　桃 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ 小4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 枚方ＳＳ 2785 麻田　和瑚 ｱｻﾀﾞ ﾆｺ 小4

ﾋﾗｶﾀSS 学童 2784 富永　　澪 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｵ 小4
2786 原田　紬生 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 小4
2787 村嶌　優綺 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ 小4

2 イトマン西宮 2907 長尾　美咲 ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ 小3
ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ 学童 2902 赤坂　夢来 ｱｶｻｶ ﾕﾅ 小4

2905 日下　結奈 ｸｻｶ ﾕｲﾅ 小4
2903 野村くるみ ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ 小4

3 ｽｳｨﾝあざみ 348 木村　瑚子 ｷﾑﾗ ｺｺ 小4
SWｱｻﾞﾐ 学童 347 田邉こはる ﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 小4

350 中里　優美 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾐ 小4
349 武田　美咲 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 小4

4 あかやまＳＳ 229 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 小4
ｱｶﾔﾏSS 学童 227 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 小4

228 杉山　智咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ 小4
230 田中　柚寿 ﾀﾅｶ ﾕｽﾞ 小4

5 スウィン埼玉 577 西潟　莉来 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｺ 小4
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 学童 574 鈴木　圓佳 ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 小4

576 阿部　瑞瑛 ｱﾍﾞ ﾐｿﾞﾚ 小4
575 松山　瑞歩 ﾏﾂﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 小4

6 スウィン熊谷 456 久保田歩乃華 ｸﾎﾞﾀ ﾎﾉｶ 小4
SWｸﾏｶﾞﾔ 学童 455 長島　陽菜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾅ 小4

458 足立　真柚 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕ 小3
457 内田　千尋 ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ 小3

7 アーデル 745 松丸　　凛 ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ 小4
ｱｰﾃﾞﾙ 学童 744 高谷　春妃 ﾀｶﾔ ﾊﾙﾋ 小4

747 岸野　妃菜 ｷｼﾉ ﾋﾅ 小3
746 渡辺綺良莉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 小4

8 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 1395 小松　愛祈 ｺﾏﾂ ｲﾂｷ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ 学童 1393 中村　知叶 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶﾉ 小4

1392 木村　桜子 ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ 小4
1394 福岡　由唯 ﾌｸｵｶ ﾕｲ 小4

Page: 4/4 Printing: 2018/03/28 10:28:39

茨  城

埼  玉

埼  玉

千  葉

東  京

加　盟

大  阪

兵  庫

群  馬


